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10月 …浄満寺、真光寺、建立寺、法泉寺、明蓮寺、光専寺、妙徳寺、法傳寺、真福寺

日にち 曜日 寺号 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

１２日 （金） 浄満寺 １３時半 昼有り 尾寺　俊水　師　　(山口県 清徳寺住職）　

１３日 （土） 浄満寺 １０時半 １３時半 １８時 昼有り 尾寺　俊水　師　

１４日 （日） 浄満寺 １０時半 １３時半 尾寺　俊水　師　

１７日 （水） 真光寺 １３時半 松月　博宣　師　　（糸島市 海徳寺前住職）

１８日 （木） 真光寺 １３時半 松月　博宣　師　

２３日 （火） 建立寺 １４時 志摩田 真生 師　 (福岡市中央区 正法寺住職）

２４日 （水） 建立寺 １０時半 １３時半 昼有り 志摩田 真生 師　

建立寺 １０時半 １３時半 昼有り 志摩田 真生 師　

法泉寺 １３時半 北嶋　文雄　師　　（朝倉郡 光蓮寺住職）

法泉寺 １３時半 北嶋　文雄　師　

明蓮寺 １３時半 副 　　一道　師　　（兵庫県 西念寺副住職）

法泉寺 １３時半 北嶋　文雄　師　

明蓮寺 １３時半 副   　一道　師

光専寺 １３時 昼有り 光専寺住職　城 厚慈　自勤

妙徳寺 １３時半 濱畑　慧憭　師　　(行信教校講師）

法傳寺 １３時半 宗　　秀融　師　　（福岡市早良区 真正寺住職）

光専寺

妙徳寺 １０時半 １３時半 昼有り 濱畑　慧憭　師

法傳寺 １３時半 宗　　秀融　師

３１日 （水） 真福寺 １３時半 高石　彰也　師　　(飯塚市 正円寺前住職）

11月 …真福寺、專立寺、長栄寺、長徳寺、善照寺、正覚寺、徳栄寺、萬行寺、正法寺、妙静寺、圓正寺、傳照寺、順正寺、覚永寺

日にち 曜日 寺号 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

1日 （木） 真福寺 １３時半 高石　彰也　師

真福寺 １３時半 高石　彰也　師

専立寺 １３時半 １８時半 片江　哲海　師　　（佐賀県 西福寺前住職）

専立寺 １０時半 １３時半 昼有り 片江　哲海　師　

長栄寺 １３時半 渡辺　崇之　師　　（朝倉市 浄覚寺住職）

専立寺 １３時半 片江　哲海　師

長栄寺 １３時半 渡辺　崇之　師

１０時半 長徳寺住職　松尾 一　自勤

１３時半 岩本　孝樹　師　　（奈良県 常蓮寺住職）

善照寺 １３時半 １８時 遠山　信証　師　　（福井県 圓成寺）

正覚寺 １３時半 藤澤　信照　師　　（行信教校講師）

１０時半 岩本　孝樹　師

１３時半 長徳寺住職　自勤

善照寺 １３時半 遠山　信証　師

正覚寺 １３時半 藤澤　信照　師　

徳栄寺 １３時半 昼有り 片江　哲海　師　　（佐賀県 西福寺前住職）

徳栄寺 １３時半 片江　哲海　師

萬行寺 13時20分 松月　英淳　師　　（糸島市 海徳寺住職）
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11月 …真福寺、專立寺、長栄寺、長徳寺、善照寺、正覚寺、徳栄寺、萬行寺、正法寺、妙静寺、圓正寺、傳照寺、順正寺、覚永寺

日にち 曜日 寺号 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

徳栄寺 １３時半 片江　哲海　師

萬行寺 13時20分 松月　英淳　師

１４日 （水） 萬行寺 13時20分 松月　英淳　師

１５日 （木） 正法寺 １３時半 美馬　裕美　師　　(滋賀県 純正寺）

正法寺 １３時半 美馬　裕美　師　

妙静寺 １３時半 １８時 夜有り 赤川　浄友　師　　(神奈川県 恵光寺）

正法寺 １０時 正法寺住職　志摩田 真生　自勤

妙静寺 １０時半 １３時半 昼有り 赤川　浄友　師　

圓正寺 １３時半 池尻　智道　師　　（熊本県 蓮照寺住職）

圓正寺 １０時 １３時半 池尻　智道　師　

傳照寺 １３時半 １８時 夜有り 辻本　隆昭　師　　(大阪府 強縁寺）

１９日 （月） 傳照寺 １３時半 辻本　隆昭　師　

２１日 （水） 順正寺 １３時半 稲田　英真　師　　(大分県 光國寺副住職）

２２日 （木） 順正寺 １３時半 稲田　英真　師　

２３日 （金） 順正寺 １３時半 11時～ 稲田　英真　師　

２４日 （土） 覚永寺 １３時半 覚永寺　栗山 寛　 自勤

２５日 （日） 覚永寺 １３時半 覚永寺　栗山 寛　 自勤

12月 …光圓寺、妙泉寺

日にち 曜日 寺号 朝座 昼座 夜座 お斎 講　　師

1日 （土） １３時半 １９時半 11時半～ 川本 　義昭　師　　(島根県 西楽寺住職）

２日 （日） １３時半 １９時半 11時半～ 川本　 義昭　師

３日 （月） １３時半 川本 　義昭　師　

５日 （水） １３時半

６日 （木） １３時半

７日 （金） １３時半 妙泉寺住職 自勤

８日 （土） １３時半 妙泉寺住職 自勤

９日 （日） １３時半 妙泉寺住職 自勤

前席 ： 妙泉寺　木村 誉　自勤
後席 ： 妙泉寺住職　木村 眞昭　自勤
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光圓寺

１８日
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（日）

１３日 （火）

１６日 （金）

１７日

寺号 住所 電話番号 寺号 住所 電話番号

萬行寺 博多区祇園町４－５０ ２９１－１５５６ 長栄寺 中央区六本松３－１０－６０ ７５１－７３０９

順正寺 博多区祇園町４－５５ ２９１－４９１７ 浄満寺 中央区地行２－３－３ ７５１－２１６９

善照寺 博多区祇園町４－５８ ２９１－０２８４ 真福寺 中央区地行２－３－４９ ７５１－０１４８

覚永寺 博多区祇園町４－９ ２８１－６５５３ 傳照寺 中央区地行１－１５－１５ ７４１－１４８３

妙静寺 南区那の川１－１２－２１ ５３１ー６３５５ 法傳寺 中央区大手門３－７－２ ７４１－１５４１

妙徳寺 中央区渡辺通５－７－２９ ７６１－１２４５ 正覚寺 中央区大手門３－７－１９ ７５１－７０７４

専立寺 中央区渡辺通５－７－２６ ７６１－２２８２ 正法寺 中央区大手門２－３－２４ ７５１－５８２８

建立寺 中央区渡辺通５－７－２４ ７６１－４３１６ 徳栄寺 中央区大手門２－９－７ ７５１－９８９４

法泉寺 中央区今泉１－１８－１５ ７４１－１７４８ 長徳寺 中央区小笹３－１３－４２ ５３１－１８３７

光専寺 中央区平尾３－２２－１５ ５３１－２４７６ 明蓮寺 中央区天神３－１５－５ ７５１－２２４５

妙泉寺 城南区友丘３－３－１３ ８７１－００６４ 光圓寺 中央区天神３－１２－３ ７４１－４７４７

真光寺 中央区桜坂２－５－６４ ７５１－４５３３ 圓正寺 中央区天神３－１２－２９ ７６１－３１７６
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【　　　福　岡　組　寺　院　一　覧　　　】
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