
（ 作成　2022．3．13 ） （ 作成　2022．3．13 ）

寺号 住所 / 電話番号 期日 時間 お斎 講師 寺号 住所 / 電話番号 期日 時間 お斎 講師

　４月　７日(木) １３時半 　５月１３日(金) １３時半
西林寺 ８日(金) １３時半 松源寺 １４日(土) １０時　 　１３時半

０９２-６２１-４４２４ ９日(土) １３時半 志摩組　海徳寺 ０９２-６５１-１６５６ １５日(日) １０時　　 １３時半 山口教区 豊浦西組 西方寺

　４月　７日(木) １３時半 ５月１４日(土) １４時 　
大円寺 ８日(金) １３時半 養行寺

０９２-６１１-５１１８ ９日(土) １３時半 早良組　徳常寺 ０９２-４３１-３１０１ 北豊教区 京仲組 両徳寺

　４月　９日(土) １３時半 昼 　５月１６日(月) １３時半
寂静寺 １０日(日) １０時半　１３時半 昼 西光寺

０９２-９５４-２１３１ １１日(月) １０時半　１３時半 昼 大阪教区 榎並組 法栄寺 ０９２-７１２-３５７９

　４月１４日(木) １３時 　 昼 　５月１９日(木) １０時半
一心寺 １５日(金) １３時　 昼 円龍寺 ２０日(金) １０時半

０９２-６９２-７５６３ 山口教区 豊浦西組 西方寺 ０９２-５３１-４６４１ 早良組　徳勝寺

　４月１５日(金) １３時半　２０時 　 　５月２１日(土) １０時　　 １６時　 
専宗寺 １６日(土) １３時半　　　　　　 妙楽寺 ２２日(日) １０時 　　　　　 　 

０９２-６１１-７５４１ 夜須組　光蓮寺 ０９２-４３１-２０８７

　４月１８日(月) １０時 　　１３時　 　５月２３日(月) １３時半
法善寺 １９日(火) １０時 　　１３時　 正光寺 ２４日(火) １３時半

０９２-５７１-４３９３ 志摩組　海徳寺 ０９２-５８１-２３９８ ２５日(水) １３時半 夜須組　浄覚寺

　４月１９日(火) １３時半　１９時半 　５月２６日(木) １３時半　１９時半
専光寺 ２０日(水) １３時半　　　　　　 浄運寺 ２７日(金) １３時半　１９時半

０９２-９５２-２２００ 早良組　真正寺 ０９２-５９３-１１１１ 夜須組　光蓮寺

　４月１９日(火) １３時半 　５月２７日(金) １０時　 　１３時　 昼

真教寺 ２０日(水) １３時半 光照寺 ２８日(土) １０時　 　１３時　 昼

０９２-９５２-２４２９ 熊本教区 八代組 勝明寺 ０９２-５８１-０９５０ ２９日(日)  １０時　　　 　　　　 早良組　西教寺

　４月１９日(火) １３時半 ５月　　日(　)
光蓮寺 ２０日(水) １３時半 光徳寺 日(　)

０９２-９５２-２４０３ ２１日(木) １３時半 早良組  徳常寺 ０９２-５４１-３３５６

　４月２０日(水) １３時半
真教寺 ２１日(木) １３時半 正応寺

０９２-５０３-５２８６ ２２日(金) １３時半 御笠組　願応寺 ０９２-９５２-２３５３

　４月２６日(火) １３時半
浄光寺 教徳寺

０９２-９５２-２３９５ 早良組　徳勝寺 ０９２-９５２-４４９０

　４月２８日(木) １０時半
淨福寺 ２９日(金) １０時半 明應寺

０９２-５６５-６８００ 　３０日(土) １０時半 山口教区 邦西組 専福寺 ０９２-９５２-２６５９

　４月２９日(金) １０時半
大光寺 ３０日(土) １０時半 長圓寺

０９２-６５１-０６５７ 御笠組　栄法寺 ０９２-５８１-０４０２

　５月　６日(金) １３時　 
光行寺 ７日(土) １０時 　　１３時　 光明寺

０９２-５４１-１０７３ 志摩組　安養寺 ０９２-５３１-５５１２

　５月１０日(火) １３時半
善教寺 １１日(水) １３時半

０９２-６２１-５１６３ 山口教区 熊毛組 極楽寺

舟川 智也  師

博多区青木１-１３-２０ 北嶋 文雄  師

博多区千代３-１６-３ 西谷 慶真  師

南区五十川２-４-３ 住職自勤

中央区警固３-１３-１８ 住職自勤

中央区平尾４-１-１ 角 道宏  師

那珂川市南面里４７４

博多区三筑２-３１-１

未定

春日市下白水南４-３５ 北嶋 文雄  師

南区三宅１-３-１８ 未定

未定

中央区白金１-１５-１０

春日市春日２-１０８

博多区月隈３-９-２ 中川 一晃  師

南区桧原６-１０-１６ 福田 康正  師

東区馬出２-１１-２８ 石松 昭信  師

那珂川市山田１０２２ 角 道宏  師

博多区空港前３-９-１６ 佐竹 隆弘  師

那珂川市安徳８０７ 未定

那珂川市片縄１-１１８ 宗 秀融  師

那珂川市下梶原２-８-１ 木下 明水  師

コロナの影響もあり、急な日程の変更や、法要が中止となる場合もあります。また、感染対策として「ご門徒
のみ」と案内を限定されている寺院もあります。お参りの際は、各寺院へお問い合わせください。

那珂川市埋金７４１ 紫藤 常昭  師

南区野間１-２６-２６

未定

那珂川市西畑５８ 未定

清水 朋行  師

２０２２（令和４）年度　那珂組 永代経法要 日程

春日市小倉６-１２５ 森 哲人  師

２０２２（令和４）年度　那珂組 永代経法要 日程

小林 顕英  師那珂川市後野５-９-１

志免町吉原５４１-１ 西谷 慶真  師

博多区吉塚１-２５-２ 松月 博宣  師

博多区東平尾２-７-３９ 紫藤 常昭  師

渡辺 崇之  師松月 博宣  師南区弥永１-９-３

博多区博多駅南３-１８-２８


