
 

 

 

 

親鸞聖人御誕生 850年・立教開宗 800年慶讃法要記念 

仏さまを讃える大合唱 

本願寺音御堂 2022 
 

 

開催要項 

募集要項 

 

 

 

 

 

 

 
        慶讃法要教化本部教化部 

（浄土真宗本願寺派総合研究所） 
  

親鸞聖人御誕生 850 年 

立 教 開 宗 8 0 0 年 



開催要項 
 

 

１．趣旨 

本願寺音御堂は、日頃より仏教讃歌に親しむ門信徒の方がたが本山に集い、日々の練習の成

果を発表するともに、お御堂でご本尊に向かって合唱する、毎年恒例の仏徳讃嘆の催しです。

2022年度は、親鸞聖人御誕生 850年・立教開宗 800年慶讃法要の記念行事と位置づけ、お待

ち受けの大会として開催し、法要への機運を高める機会とします。 

 

２．開催期日 

2022（令和４）年 11月 23日（水・祝） 11：30～15：00＜秋の法要期間中＞ 

※日程の詳細につきましては、申込み受付後にお知らせします。 

 

３．参加方法 

参加方法 募集定員 演奏会場 

現地参加 300名 
本願寺 御影堂 

（リハーサル：平安高等学校 講堂） 

Zoom参加 
300接続 

（上限） 
自宅、所属の寺院等 

YouTube視聴参加  自宅、所属の寺院等 

音声募集   

 

現地参加（要申込み） 

本願寺にて、リハーサルと演奏に参加。 

Zoom参加（要申込み） 

宗派公式 YouTube チャンネルによるライブ配信と、Zoom のオンライン通信システム

を併用し、御影堂からの配信する音声に合わせ歌唱する様子を、Zoom で御影堂のモ

ニタへ映し出します（参加者の音声は、御影堂へは送信されません）。Zoom への参

加方法は、後日お知らせいたします。 

YouTube視聴参加（申込み不要） 

浄土真宗本願寺派公式 YouTube チャンネルにてライブ配信される映像に合わせ、ご

自宅等にてご一緒にお歌いください。配信 URLは後日、お知らせいたします。 

音声募集（要申込み） 

「現地」「Zoom」「YouTube」にてご参加いただく場合でも、申込みできます。ご応募

いただいた音声を編集し、御影堂での生演奏の音声と組み合わせて配信します。 

 

４．次第 

音楽礼拝 * 

合  唱 

ひそかにおもんみれば  『顕浄土真実教行証文類』より 曲：藤林 由里 



本願力のめぐみゆえ  「正信念仏偈」意訳より  曲：平田 聖子 

みんな花になれ（愛唱歌）* 詞：山口 タオ   曲：加藤登紀子 

みんな花になれ（愛唱歌）⁑ 詞：山口 タオ   曲：加藤登紀子 

しんらんさま *   詞：滝田 常晴   曲：古関 裕而 

念仏者は無礙の一道なり  『歎異抄』より   曲：大谷 千正 

慶ばしいかな   『顕浄土真実教行証文類』より 曲：藤林 由里 

恩 徳 讃 

*  音声募集は、《音楽礼拝》《みんな花になれ》《しんらんさま》の３曲を対象とします。 

⁑ ２回目の《みんな花になれ》は、ご参拝の皆さまとご一緒に歌います。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、２回目の演奏は中止する場合があ

ります。 

 

５．使用楽譜 

『親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要記念 仏さまを讃える大合唱 本願寺音

御堂 2022』（本願寺出版社より刊行予定） 

※おひとり一冊ずつお持ちください。 

 

６．服装 

下記のいずれか 

・白ブラウス、黒ロングスカート（黒長ズボン可）、式章、念珠、マスク（現地参加） 

・略礼服（または黒スーツ上下）、式章、念珠、マスク（現地参加） 

・布袍、輪袈裟、念珠（略服第二種、僧籍を有する方のみ）、マスク（現地参加） 

※マスクは不織布製を推奨。 

※現地参加の方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、できるだけ更衣不要

な服装でお越しください。 

 

７．新型コロナウイルス感染症への対応 

（１）本行事は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで開催いたします。現地に

てご参加の皆さまにおかれましても、下記の事項および受付通知時にお知らせする留

意事項を必ずお守りくださいますよう、お願いいたします。 

・感染症予防対策（３密回避、マスクの着用、手指消毒、昼食時の黙食等）の徹底

にご協力ください。 

・会場では随時換気を行いますので、充分な防寒対策をお取りいただいたうえでご

参加ください。 

・参加者が居住される各都道府県において、緊急事態宣言が発令された場合、また

は自治体独自の基準が最高レベルに達した場合は、ご参加をご遠慮ください。ま

た、宗派や本願寺の対応に準じ、参加をお断りさせていただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。 

・参加をお断りした場合でも、交通費及び宿泊費等で発生したキャンセル料は主催

者では負担いたしかねますことご了承のうえ、お申込みください。 



（２）以下の場合、現地参加は中止いたします。 

2022 年 10月 1日（土）時点及び同日以降、京都府に緊急事態宣言が発令、ないしまん

延防止等重点措置が適用の場合 

  ※参加団体・個人には書面にて（開催直前の場合は電話にて）お知らせいたします。 

（３）現地参加を中止した場合は、公募した音声と当日主催者が実施する御影堂での生演奏

を組み合わせた映像を YouTube にてライブ配信いたします。Zoom 参加は予定通り実施

いたします。 

 

８．備考（現地参加の皆さま） 

①開会式（11時 30分開始）までに昼食を済ませ、指定の服装にてお集りください。 

②リハーサル会場（平安高校講堂）では、昼食をお取りいただくことができません。昼食の

お申込み（希望者のみ）や昼食の場所等は、日程等のお知らせに同封のご案内をご参照く

ださい。 

以 上  



【現地参加】募集要項 
 

 

１．募集人数  300名（先着順） 

 

２．申込方法  所定の「参加申込書」に必要事項を記入し、封書にてお送りください。 

【宛先】 〒600-8349 

京都市下京区堺町 92 

浄土真宗本願寺派総合研究所内 

本願寺音御堂 2022 申込受付係 

 

３．申込期間  2022（令和４）年７月１日（金）～７月 31日（日）【消印有効】 

※申込開始日以前に届いた参加申込書は、返送いたします。 

※定員到達後に届いた申込書は、申込期間中であっても、キャンセ

ル待ちのお申込みに切り替えさせていただきます。 

申込状況は、総合研究所ウェブサイトや公式 Twitter にてお知ら

せいたします。 

 

４．受付通知 申込みをお受けした時点で、受理通知をお送りします（定員到達後は、

キャンセル待ちとしての受理通知となります）。 

追って、８月下旬に、日程等の詳細をお知らせいたします（どちらも

団体は代表者宛）。 

 

５．申込条件  総合研究所届出演奏団体・個人への登録が必要です。 

※登録がおすみでない場合は、「参加申込書」と一緒に、「登録用紙」

をご提出ください。「登録用紙」は、総合研究所までご請求くだ

さい。 

 

６．参加のキャンセルについて 

申込後に参加をキャンセルされる場合（団体の一部参加者のキャンセ

ルを含む）は、受付通知に同封の「欠席届」をご提出ください。 

団体内での参加者の交替はお受けできませんので、予めご了承くださ

い。 

 

７．問合せ先  お問い合わせは下記までご連絡ください。 

浄土真宗本願寺派総合研究所 電話：075-371-9244（平日９～16 時） 

 

以 上  



【Zoom参加】募集要項 
 

 

１．募 集 数  300接続（先着順） 

 

２．申込方法  総合研究所ウェブサイト（http://j-soken.jp/）の専用申込フォーム

にて申込み（フォームは７月１日公開予定）。 

 

３．申込期間  2022（令和４）年７月１日（金）～10月 14日（金） 

※申込期間中であっても、定員に達した時点で受付を終了いたしま

す。 

 

４．受付通知 申込時の自動返信にて受付完了といたします。追って、11 月上旬に、

Zoom参加用 URLをお知らせいたします。 

 

５．申込条件  総合研究所届出演奏団体・個人への登録が必要です。 

※登録がおすみでない場合は、「登録用紙」をご提出ください。 

「登録用紙」は、総合研究所までご請求ください。 

 

６．問合せ先  お問い合わせは下記までご連絡ください。 

浄土真宗本願寺派総合研究所 電話：075-371-9244（平日９～16 時） 

 

以 上 

 
 

YouTube視聴参加について 
 

 

１．配信日時 2022（令和４）年 11月 23日（水・祝） 14：00配信開始（約 50分間） 

 

２．配信サイト  浄土真宗本願寺派公式 YouTubeチャンネル 

「浄土真宗本願寺派西本願寺」 

右の QRコードからホーム画面へアクセスできます→ 

 

３．名簿掲載について 参加者名簿（参加者配布用及びライブ配信エンドロールにて表示）へ

お名前の記載を希望される団体・個人の方は、10 月 14 日（金）まで

に、浄土真宗本願寺派総合研究所までご一報ください。 

Email: souken@hongwanji.or.jp 

     Fax: 075-371-5761 

以 上  



【音声募集】募集要項 
 

 

応募にあたっては、事前の申込みが必要です。 

 

１．募集内容   以下の３曲を歌っている音声。 

応募は１曲から、最大３曲可能です。 

※必ず①または②を含めてください（①②両方も可） 

①音楽礼拝－正信念仏偈による 

②みんな花になれ（愛唱歌） 詞：山口 タオ  曲：加藤登紀子 

③しんらんさま   詞：滝田 常晴  曲：古関 裕而 

 

２．伴奏音源 ダウンロード・ページの URLを、申込受理後にお知らせいたします。 

※②③については、楽譜集『本願寺音御堂 2022』付属の練習用ＣＤ収録の

カラオケ（Disc１ トラック 18、19）も使用できます。 

 

３．申込方法 所定の「参加申込用紙」に必要事項を記入し、封書にてお申込みください。 

【宛先】 〒600-8349 

京都市下京区堺町 92 浄土真宗本願寺派総合研究所内 

本願寺音御堂 2022 申込受付係 

 

４．申込期間 2022（令和４）年７月１日（金）～９月 14日（水）【消印有効】 

 

５．音声の応募について 

・１申込につき、各曲１回の応募が可能です。 

・申込受理後にお送りする「収録・応募のマニュアル」にしたがって、ご応募ください。 

・応募に使用されたメディア等は返却いたしません。 

 

６．音声の応募期間 

2022（令和４）年９月１日（木）～９月 30日（金） 

※応募期間外は受付できません。 

 

７．問合せ先 

浄土真宗本願寺派総合研究所 電話：075-371-9244（平日 10～17時） 
 

以 上 


