
寺号 月 日 曜日 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

4月27日 （木） １３時半

4月28日 （金） １３時半

4月29日 （土） １０時 正法寺住職　志摩田 真生　自勤

5月15日 （月） 13時20分

5月16日 （火） 13時20分

5月17日 （水） 13時20分

5月18日 （木） １３時半

5月19日 （金） １３時半

5月20日 （土） １３時半

5月20日 （土） １３時半

5月21日 （日） １３時半

5月20日 （土） １３時半

5月21日 （日） １３時半

5月27日 （土） １３時半 光専寺住職　城 厚慈　自勤

5月27日 （土） １３時半

5月28日 （日） １３時半

6月2日 （金） １３時半

6月3日 （土） １３時半

6月2日 （金） １３時半

6月3日 （土） １３時半 １８時

6月4日 （日） １３時半

6月2日 （金） １３時半

6月3日 （土） １３時半

6月4日 （日） １３時半

6月3日 （土） １３時半 １８時

6月4日 （日） １３時半

6月3日 （土） １０時半 １３時半 昼有り

6月4日 （日） １０時半 １３時半 昼有り

6月3日 （土） １３時半

6月4日 （日） １３時半

轟　　慈照 師　（福岡市中央区 傳照寺住職）

住所：福岡市中央区地行２－３－３　　         ☏：７５１－２１６９　　　　　　　　　　　　　　【備考あり】

明蓮寺
向嶋　信吾 師　（中央仏教学院講師）

住所：福岡市中央区天神３－１５－５　　　  　 ☏：７５１－２２４５

善照寺
未定

住所：福岡市博多区祇園町４－５８　　　　     ☏：２９１－０２８４

長徳寺
金見　倫吾 師　（柳川市 金台寺副住職）

住所：福岡市中央区小笹３－１３－４２　　　   ☏：５３１－１８３７

２０２３（令和５）年　福岡組永代経法要日程

法泉寺
中川　清昭 師 　（筑紫野市 願応寺前住職）

法傳寺
宗　　秀融 師　（福岡市早良区 真正寺住職）

住所：福岡市中央区大手門３－７－２　　　    ☏：７４１－１５４１

正法寺

森　智崇 師　（大分県 光徳寺住職）

住所：福岡市中央区大手門２－３－２４        ☏：７５１－５８２８　　　　　　　　　　　　　　【備考あり】

住所：福岡市中央区今泉１－１８－１５   　　  ☏：７４１－１７４８

光圓寺
一楽　真 師　（大谷大学学長）

萬行寺
北島　文雄 師　（朝倉郡 光蓮寺住職）

住所：福岡市博多区祇園町４－５０　　   　　  ☏：２９１－１５５６　　　　　　　　　　　　　　【備考あり】

専立寺
福間　義朝 師　（広島県 教專寺住職）

住所：福岡市中央区渡辺通５－７－２６　　    ☏：７６１－２２８２

住所：福岡市中央区地行２－３－４９　　       ☏：７５１－０１４８

光専寺
住所：福岡市中央区平尾３－２２－１５　　     ☏：５３１－２４７６

真福寺
木村　　誉 師　（福岡市城南区 妙泉寺）

順正寺
近藤　俊太郎 師　（本願寺史料研究所研究員）

住所：福岡市博多区祇園町４－５５　　        ☏：２９１－４９１７

住所：福岡市中央区天神３－１２－３　　       ☏：７４１－４７４７

浄満寺



寺号 月 日 曜日 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

6月6日 （火） １３時半 大野　義雄 師　（福岡市中央区 徳栄寺）

6月7日 （水） １３時半 古海　宗雄 師　（福岡市博多区 順正寺住職）

6月8日 （木） １３時半 髙石　彰也 師　（飯塚市 正円寺前住職）

6月9日 （金） １３時半

6月10日 （土） １３時半

6月11日 （日） １３時半

6月10日 （土） １３時半

6月11日 （日） １３時半

6月11日 （日） １３時半

6月12日 （月） １３時半

6月13日 （火） １３時半

6月17日 （土） １３時半

6月18日 （日） １３時半

6月17日 （土） １３時半 １８時

6月18日 （日） １３時半

6月17日 （土） １３時半

6月18日 （日） １０時半 １３時半 昼有り

〖備考〗　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順に記載）

〖日程未定もしくは勤修に制限のある寺院〗　  　　　　　　　　　  （５０音順に記載）

妙泉寺

住所：福岡市渡辺通５－７－２４　　     　　    ☏：７６１－０９５９　　　　　　　　　　　　　　【備考あり】

瞿曇　英哉 師　（福井県 浄泉寺住職）

住所：福岡市城南区友丘３－３－１３　　       ☏：８７１－００６４　　　　　　　　　　　　　　【備考あり】

妙静寺
岡村　遵賢 師　（山口県 照蓮寺）

住所：福岡市南区那の川１－１２－２１　　　   ☏：５３１ー６３５５

建立寺

日程未定 圓正寺、伝照寺

各寺院門徒のみで勤める 真光寺、長栄寺

妙徳寺
白川　晴顯 師　（広島県 専教寺住職）

住所：福岡市中央区渡辺通５－７－２９　　   ☏：７６１－１２４５

補聴援助システム
（ワイヤレス補聴援助機器）の利用可能 浄満寺、萬行寺、妙泉寺

YouTube配信あり
（各寺院にお問い合わせください）

建立寺（後日配信、右にＱＲコード掲載）

正法寺（4月29日のみYouTubeにてLive配信）

覚永寺
覚永寺　栗山 寛　自勤

住所：福岡市博多区祇園町４－９　　　　　　  ☏：２８１－６５５３

正覚寺
藤谷　信人 師　（鹿児島県照明寺住職）

住所：福岡市中央区大手門３－７－１９　　    ☏：７５１－７０７４

徳栄寺

住所：福岡市中央区大手門２－９－７　　 　  ☏：７５１－９８９４

髙石　双樹 師　（飯塚市 正円寺住職）

〈 福岡組ホームページ〉
http://www.fukuokaso.com

「情報配信所（ブログ）」 http://fukuokaso.blog107.fc.com

ふくおかそ

変更の確認

はこちらから


