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無相教会本部では令和 2 年 11 月６日から 30 日にかけて支部活動の現状を確認するためのアンケート

を実施いたしました。 

突然のお願いにもかかわらず、237 の支部から回答をいただきました。ご協力いただき誠にありがとう

ございました。 

活動を再開した支部、休会している支部などさまざまな状況にあります。各支部ご事情がある中で、会

員の皆さまのお気持ちに寄り添いご判断くださっていることと感謝申し上げます。 

第 3 波の到来から緊急事態宣言が出された地域もあり、先の見えないより厳しい状況にある現在です

が、無相教会本部としましても、より一層会員の皆さまのサポートをしていけるよう尽力してまいりま

す。昨年11月には自宅でのお稽古にも活用していただける御詠歌アプリをリリースいたしました。また、

今後 YouTube 等の web を活用した講習会も開催していこうと検討中です。近日中に皆さまに詳細をご

報告できるよう努めてまいります。 

以下はアンケートの集計結果です。今後の支部活動の参考にしてくだされば幸いです。 

 

無相教会本部 

 

 

アンケート集計報告（令和2年 11月末現在） 

 

①お稽古を再開していますか？ 

 

地方別 再開 休止 休止無 

北海道・東北地方 56.7% 43.3% 0% 

関東地方 75% 25% 0% 

中部地方 56.7% 38.5% 4.8% 

近畿地方 69.6% 23.9% 6.5% 

中国・四国地方 73.3% 23.3% 3.3% 

九州地方 65% 30% 5% 

再開している 63%

休止している 34%

休止しなかった 3%
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≪①で「再開している」と回答された方のみ≫ 

②お稽古の回数は昨年と比べて変化しましたか。 

 

   全体の平均練習回数 月 2.13 回 

 

 

③お稽古中のコロナ対策は行っていますか。 

 

 

 

④具体的に行っているコロナ対策を教えてください。 

  ・アルコール消毒  

 消毒液・除菌シートの設置 

 出入りの際、手指のアルコール消毒 

 机・椅子をお稽古前後に拭き取り 

 手すりをアルコール消毒にて拭き取り 

 空間除菌を使用 

 【公的機関の参考リンク】 

 厚生労働省 消毒・除菌方法について 

 国立感染症研究所 手指アルコール消毒の方法 

 

以前と同じ 70%

減らしている 30%

行っている 99%

行っていない 1%

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123506.pdf
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・手洗い／うがい 

 ペーパータオルの設置 

 帰宅後の手洗い・うがいの呼びかけ 

 【公的機関の参考リンク】 

 厚生労働省 正しい手洗いの方法 

 

・換気  

 常に扉・窓を開けておく 

 定期的な換気（休憩にあわせて行う・30 分に 1 回行う等） 

 出来るだけ大きな会場（２部屋つなげて・本堂）を使ってお稽古を行う 

 扇風機・換気扇・空気清浄機を使い、空気循環の効率を上げる 

 【公的機関の参考リンク】 

  厚生労働省 冬季の換気方法 

 

・ソーシャルディスタンス／間隔 

会員さん同士を前後左右 1ｍ～2ｍあけてお稽古をする 

向き合わせで練習しない 

スクール形式 

交互に座る 

大きな会場（本堂等）を使って広くお稽古を行う 

アクリル板やビニールシートの設置 

 

・マスク・フェイスシールド 

マスク・フェイスシールドの着用（両方・片方） 

マスクは、練習中着用・練習中は外すが唱え終わったらすぐに着用の２パターンに分かれる 

専用のフェイスシールドを用意。練習ごとに自身で消毒。家に持ち帰らず、お寺で管理する。 

のれん型マスクの着用。御詠歌用のマスクを用意・配布 

※持病等でマスクの着用が難しい方もいらっしゃいます。一人一人の体調を考慮し推奨してくだ

さい。 

【公的機関の参考リンク】 

厚生労働省 感染症対策 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000645542.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html
https://corona.go.jp/prevention/pdf/kansen.pdf
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・グループ分け 

 ２・３組にグループを分け、練習時間・練習日をずらす 

 

・検温 

入室時の検温（非接触型体温計を使用する） 

自宅で検温をしてから来寺をお願いする 

 

・練習時間の短縮 

 30 分～60 分短縮をしている 

 

・講師の感染症対策 

マイク使用 

アクリルパネル設置 

フェイスシールド・マスク着用 

 

・自宅での体調チェック 

少しでも体調が悪いときは練習をお休みしていただく 

自宅で検温をしてから来寺をお願いする 

 

・飲食について 

お茶はペットボトルの物を用意する 

飲み物を各自持参してもらう 

お菓子は個包装のものを用意し、食べずに持ち帰ってもらう 

給水は自席でのみ 

練習後のお茶の時間は短縮・中止 

 

・お道具を清潔に保つ 

 自身のお道具を清潔に保つ 
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・お唱えについて 

半量の声で歌う／声量を落とす 

所作・道具の扱いに重きを置いて練習する 

声出しを減らし CD を聴く 

 

・練習以外の交流 

 年末年始などの会食の中止 

 

・お稽古の開催 

 地域の感染状況を鑑み開催かを決める 

 参加を強制せず会員の意思を尊重している 

 

 

 

※アンケートの回答を掲載しております。感染症対策の指針ではありません。 

※各対策をする際、参考になりそうな政府や公的機関のリンクを掲載しております。 

※厚生労働省より高齢者向けの対応について情報が出されています。 

新型コロナウイルス感染症への対応について（高齢者の皆さまへ） 

特に項目４の「通いの場の再開に向けて」は支部活動の参考になるかと思います。 

〈運営者・リーダー向けリーフレット〉通いの場を開催するための留意点 

〈参加者向けリーフレット〉通いの場に参加するための留意点 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index_00013.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000636964.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000636966.pdf
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≪①で「休止している」と回答された方のみ≫ 

⑤再開時期は決まっていますか。 

 

再開が決まっている支部の時期は以下の通りです。 

 ・令和 3 年 1 月 7 件 

 ・令和 3 年 2 月 2 件 

 ・令和 3 年 3 月 1 件 

・来春再開   1 件 

 

 

⑥どうなればお稽古を再開できるとお考えですか。 

・ワクチンや治療薬が出来たら 14 件 

・コロナが終息したら 9 件 

・不安や心配がなくなり安心できるようになったら 9 件 

・コロナが収束したら 7 件 

・会員さんの要望がでたら 7 件 

・感染者が減少したら 5 件 

・暖かくなり換気が苦でなくなれば 4 件 

・感染者が 0 になったら 3 件 

・再開は難しい 3 件 

・本部や教区の活動が再開されたら 3 件 

・周囲の様子を見て 2 件 

・マスクをしなくなれば 1 件 

・外出が気軽にできるようになれば １件 

・感染者が出ても非難されなくなったら 1 件 

・インフルエンザのような扱いになれば 1 件 

・医師と相談して 1 件 

  

決まっている 15%

未定 85%
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無相教会本部への要望 

【Web の活用】 

①練習成果の発表の場を web 上で企画してほしい。 

➡素敵なご提案ありがとうございます。会員の皆様の活動の場を広げられるように検討させていただき

ます。 

②自宅で練習できるように、奉詠動画や指導動画の公開。所作の動画も配信してほしい。 

➡YouTube「無相教会チャンネル」にて令和 2 年度課題曲の模範奉詠を公開中です。令和 3 年度課題曲

は３月ごろ配信予定です。 

③web 上で一般会員も受講できる講習会を実施してほしい。 

➡web を使った講習会を準備中です。詳細は準備が整い次第お知らせいたしますので、少々お待ちくだ

さい。 

④パソコン・スマホ等でリモートのお稽古を行っている事例があれば教えていただきたい。 

➡本部にて web 講習会を開催後、手引きをまとめ配布する予定です。なお、配布には少々お時間をいた

だきます。お待ちください。 

 

 

【練習用教材】 

①練習用の DVD を各支部に送ってください。会員さんに渡し、練習したいと思います。 

➡YouTube「無相教会チャンネル」にて配信しております。そちらをご視聴ください。 

 

 

【会費・香資】 

①コロナ禍で休止を余儀なくされた支部の会費免除をしてほしい。 

➡現時点ではコロナ禍での御詠歌活動をサポートし、動画の公開・web を使用した講習会などを行い、会

員の皆様へ還元していきたいと考えております。 

 

 

【コロナ禍での方針・指針について】 

①御詠歌を続けていくために、コロナ禍における本部の方針・支部活動の指針・対策等提示してほしい。 

➡政府や施設等機関の指針を参考にしていただきたいと思います。 

②教区・部主催の講習会開催時の奉詠ガイドラインを提示してほしい。 

➡政府や施設等機関の指針を参考にしていただきたいと思います。 
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【コロナ禍での具体的な活動方法について】 

①冬場の換気方法を教えて欲しい 

➡冬場の換気は室温を保つことが難しく、夏場と違いハードルが高いと思います。政府や空調メーカー

が換気についての手引きを掲載しております。ぜひご一読ください。換気だけでなく、冬場は乾燥もひど

くなります。加湿も行ってくださると幸いです。 

政府換気指針 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html 

ダイキン HP https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/ 

②マスクでの奉詠は大変苦しいので、おすすめのフェイスシールド等あれば教えてください。 

➡マスクでの奉詠の困難さはよくわかります。ただ、残念ながら現時点で飛沫を防ぐという点ではマス

クより優れたものはありません。 

平常時はどうしてもお唱えに重きを置いてしまいますが、このような状況下だからこそ、お道具に重点

を置いて練習をしてみたり、曲想を練ってみんなで共有してみたりとお唱え以外のお稽古をしていただ

いてもいいかもしれません。 

 

 

【講習会・試験】 

①4 月以降各地で講習会を開催してほしい。 

➡令和 3 年度より、西日本・東日本とブロック分けをして本部講習会・本部称号試験を開催予定です。西

日本は博多聖福寺にて、東日本は松島瑞巌寺にて開催します。詳細を３月中にお送りしますので是非ご

覧ください。 

②本山試験を各教区単位で実施してほしい。 

➡前述の通り、来年度から地方での本部称号試験を２か所追加いたしました。 

階級試験については、会員さまに「玉鳳院にてお唱えいただく」ことに重きを置き本山開催のみとしてお

ります。 

③会員のモチベーション維持のため階級試験の特別昇進をしてほしい。 

➡階級の特別昇進を計画中しております。詳細が決定いたしましたら早急に告知をさせていただきます。 

 

 

【その他】 

①対策をとった上で教区大会を開催してほしい。 

➡開催については教区に判断をゆだねています。 

②コロナ禍で不安な日々を過ごしている会員さんの心の支え・励みになり、分かり易い新しい御詠歌を

出していただきたい。この時代を生きていく、道標となるような曲。 

➡師範会にて協議いたします。貴重なご意見有難うございます。 

③来年度の課題曲を支部宛に通知してほしい。 

➡令和３年度課題曲は「花園会御和讃」「妙心寺開山無相大師御入定御和讃」「妙心寺二世微妙大師第二番

の御和讃」「妙心寺再興雪江禅師御和讃」になります。 

12 月到着の『おかげさま新春号』P.11 にも掲載しておりますので、ご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15102.html
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/
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④会員が練習したくなるような士気のあがるようなことが出来ますか。 

➡長期間の活動自粛により、モチベーションを維持するのはとても困難なことだと理解しております。 

そんな中でも御詠歌への意気込みを絶やすことのないよう本部でも工夫していきます。 

⑤SNS だけではなく、コロナ禍でもアナログ的なものはないか。 

➡『おかげさま会報新春号』P.11 にて課題曲の解説を掲載しております。お盆号にも掲載予定ですので

そちらご覧いただければ幸いです。 

⑥会員が退会しないような対策をとってほしい。 

➡会報誌や web を活用し講習会等を開催することで会員さまが御詠歌に触れる機会を増やしていきたい

と思います。コロナ禍でも御詠歌が出来ることを示すことが重要かと考えます。 
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みなさまからの言葉 

・感染予防対策を万全にした上で、講習会や奉詠大会を再開しましょう。まず、動かねば、前に進みませ

ん。活動あるのみです。 

・出来ることから徐々に。 

・休止は廃止につながると思います。 

・必要な対応をして続ける、再開することが大事と考える。 

・全国大会や教区での発展拡充講習会等が再開されるよう願っています。 

・高齢者が元気な地域程、コロナ禍での従来通りの活動は理解されない。けれど、会員の中には、身動き

できない中でも、だからこそ余計に安全対策の中、活動してほしいとの声もあります。今回の”御詠歌ア

プリ”自宅での稽古の助けにもなり感謝です。with コロナ。前向きにとらえ人との関わりの中、活動をし

ていくことを求めます。 

・本部も大変だと思いますが、全国大会などは会員さんが楽しみにしているので、工夫をして実行してい

ただければと思います。例えば、自由曲をなくして、1 曲だけにし、１支部の登壇時間を短くするとか、

短縮しても続ける方法を考えて欲しいと願います。 

・今こそ御詠歌。会員さんは楽しく集まっておられます。感染対策をしっかりしましょう。 

・行事の募集はお控えください。 

・感染者が増えてきています。昨年から講習会等中止続きですが、もうしばらくコロナの様子を見ていた

だきたいです。 

・会員が高齢の為、開催すること自体不安。 

・しばらく大会を無しにして各支部でお稽古をした方が良いと思う。それぞれの寺院の行事参加程度が

良い。 

・会員が高齢です。大会などコロナのワクチンが供給されるまで消極的な考えでおります。稽古の内容を

工夫し楽しい時間を過ごしていただこうと思っています。 

・指導者講習会をリモートで行うなどの方法を工夫されれば参加を考えたいと思います。「多数の会員様

を集めての講習の冬季開催は控えるべき」と本山からも発信されてはどうでしょうか。 

・会員さんもそれぞれ意見思いをお持ちです。今の所、リスクは避けて無理しないようにと思っていま

す。 

・田舎だから心配は少ないですが、自坊から感染となると困る。難しい。 

・コロナ禍が収まるまでは色々な行事は中止していただいて、収まってから始めてください。 

・高齢の会員が多いので、もう少しコロナの感染者数が安定するまでは、大会は無理かなと思います。 

・御詠歌アプリとても役立っています。 

・高齢者が多いので御詠歌アプリは使えません。 

・課題曲のネット配信・今回の御詠歌アプリはありがたいです。 

・早く収束することを願うばかりです。しばらくは今のお稽古スタイルを続け、収束を待ちます。 

・ワクチン接種が早くできるようになるとよい。 

・一日も早くコロナ禍の収束を願います。 
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・速く、終息することを祈るだけです。 

・コロナ禍の収束を願うのみ。御詠歌は現在の状態を打破する方法、心の拠所としての働きがあるはずで

ある。 

・一人一人が注意するしかございません。 

・会員が高齢者ばかりで、コロナ禍騒ぎで自粛していましたが、会員の要望ではじめました。私自身お寺

の行事がなくなり憂鬱な気分になりました。1 週間に 1 回お寺に集って大きい声を出している事は身体

面・精神面でとても良いことだと会員一同感じました。 

・当たり前の事として集まり、お稽古を通して、毎回会って交流を深めていた大切さをひしひしと感じて

います。電話やメールでの交流を深めるもやはり、御詠歌は有難い、会いたい思いが強くなった分、当た

り前の日々が戻ってきましたら、心をつないで以前より一層考えながら努力できたらと思っております。 

・お稽古を中止している間に退会された会員さんもありました（ご高齢という事もあり）。会員さん、家

に引きこもらずに外出して馴染みの人と集まれるのは嬉しいとおっしゃっています。出来ることを出来

る形でやり続けていきたいと思います。 

・寺の行事での御詠歌は続けている現状です。 

・師範に教えを請いたいが教区内におらず、コロナ禍で県外に出るのは難しく、厳しい状況である。 

・アンケート集計を参考にしたい。 

・会員さんからも他の支部の活動状況を聞かれるので、このアンケート結果を知らせたいと思います。 

・12 月以降の活動は会員さんと相談します。寒い時期に換気は高齢者には堪えるので。 

・来年度の全国大会は是非参加したいと会員さんも楽しみにしてらっしゃるのですが、高知県まで高齢

者を引率して行く事が果たしてできるのかと、今からかなり心配しております。 

・無相教会への納付金、集めるのがなかなか難しかったです。稽古そのものがずっとできなかったので。 

・当支部の地域でのコロナ発生がないため、3～6 月までお休みをしましたが、その後再開しました。会

員さんから「カラオケなどのサークルは再開していないのに大丈夫か？」と言われ、人類史上初めてのこ

とで判断しかねます。感染増加地区の活動は休止した方がよいが、「コロナ禍だからこそ祈れる御詠歌を

したい」と入会される方もおられ、手探りで考えられる対策をとっています。 

・コロナ第 3 波流行が始まりつつびくびくしています。暮れと 1・2 月の活動、迷っています。 

・高齢の会員さんばかりなのでこの先が見えないが、「寺に集まって顔を見るだけでも」と再開している。

しかし、「少人数での活動だが大丈夫か」と不安になる。全国大会の際の『七福神の御和讃』の DVD は

皆さんに喜ばれました。 

・YouTube にて師範の先生による模範奉詠をアップされている事はとても良い事だと思います。 


