平成２９年度東筑組報恩講日程表
寺 号

講 師

住 所

日 程
4月22日 昼席から
4月23日 昼席まで

朝

昼

夜

備考

妙泉寺 若松区大字大鳥居２１０

福岡教区志摩組

海徳寺

松月博宣師

福生寺 若松区波打町１３－２１

北豊教区田川中組 西教寺

松江法一師

11月 9日 昼席から
11月10日 夜席まで

昭然寺 八幡東区祇園１－４－８

元 鎮西敬愛学園あ 学校長

香川孝志師

11月 9日 昼席から
10:00 13:00
11月11日 昼席まで

満福寺 八幡西区大平台２－１８

大分教区中津組

照雲寺

松嶋智譲師

11月10日 昼席から
11月11日 昼席まで

13:30 19:00

元照寺 八幡東区尾倉３－６－２０

大分教区速見組

満福寺

田中誠證師

11月20日 昼席から
11月22日 昼席まで

13:30 19:00 22日お斎

徧照寺 若松区大字竹並１５７８

奈良教区吉野西組 圓光寺

和氣秀剛師

11月21日 昼席から
11月23日 昼席まで

13:30 19:30 夜席22日のみ

徳養寺 八幡東区山王１－６－２

山口教区邦西組

専福寺

福田康正師

11月21日 昼席から
10:00 13:20
11月23日 昼席まで

顕照寺 若松区二島５－１８－２７

福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

11月21日 昼席から
11月23日 昼席まで

13:30

淨樂寺 若松区赤島町３－６

大阪教区天野南組 因念寺

淺田恵真師

11月22日 昼席から
11月24日 昼席まで

13:30 19:30 22日夜ぜんざい接

敬行寺 八幡東区上本町２－４－８

福岡教区福岡組

傳照寺

正覚寺 八幡西区藤田２－６－２９

轟 慈照師

13:30

大法要と併修

13:30 19:00
朝席10日のみ
11日11:30よりお斎

夜席22日のみ
待

11月24日 朝席から
10:00 13:30 19:00 夜席25日のみ
11月26日 昼席まで

若手布教使
４～５名

11月24日 昼席から
11月28日 昼席まで

13:00 18:30

光行寺 八幡西区陣山３－９－２８

山口教区邦西組

専福寺

福田康正師

11月26日 昼席から
11月27日 昼席まで

13:30 19:00

光円寺 八幡西区舟町５－１

福岡教区東筑組

光円寺

井上博隆師

11月26日 昼席から
11月28日 昼席まで

13:00

正円寺 若松区中川町１０－３

佐賀教区川副組

円光寺

五十嵐雄道師

11月27日 昼席から
11月29日 昼席まで

13:30

妙心寺 八幡西区菅原町３－１９

福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

11月27日 昼席から
11月29日 昼席まで

13:30 19:30 11時から

光隆寺 八幡東区尾倉２－８－１８

福岡教区志摩組

専光寺

大塚捷道師

12月 1日 昼席から
10:00 13:00
12月 3日 昼席まで

妙法寺 八幡西区則松１－９－３

福岡教区東筑組

妙法寺

安武真哉師

12月 1日 昼席から
12月 3日 昼席まで

明遵寺 八幡東区羽衣町２－５

山口教区白滝組

念西寺

中山浩司師

12月 4日 昼席から
10:00 13:30
12月 6日 昼席まで

宝福寺 戸畑区中原西１－３－２３

北豊教区京仲組

善照寺

高岡昭信師

12月 4日 昼席から
12月 5日 昼席まで

13:30 19:30

照養寺 戸畑区北鳥旗町６－２１

山口教区豊田組

正法寺

白石智昭師

12月 5日 昼席から
12月 7日 昼席まで

13:30 19:00

明泉寺 戸畑区正津町１－８

北豊教区門司組

光国寺

石本堅正師

12月 5日 昼席から
12月 7日 昼席まで

13:30 19:30 夜席6日のみ

浄蓮寺 戸畑区浅生３－１４－１１

山口教区都濃西組 松巖寺
福岡教区志摩組
海徳寺

溪 宏道師
松月英淳師

12月 6日 昼席から
12月 8日 昼席まで

13:30 19:30 8日昼、松月英淳師

教学寺 戸畑区新池２－１０－１

北豊教区京仲組

浄蓮寺

村上信哉師

12月12日 昼席から
10:00 13:30
12月13日 昼席まで

西念寺 若松区浜町２－３－５

安芸教区佐伯奥組 最襌寺

米田順昭師

12月13日 昼席から
12月16日 朝席まで

放光寺 八幡西区熊西１－１０－２

安芸教区

岡本法治師

12月14日 昼席から
10:00 13:30 19:30
12月15日 朝席まで

真宗学寮講師

29日の昼席は

2日夜ぜんざい接待

13:30 19:30 3日12時よりお斎

9:30 13:30 19:00 夜席15日のみ自勤

善光寺 八幡西区永犬丸４－９－１４ 北豊教区京仲組

善照寺

高岡昭信師

12月15日 昼席から
10:30 13:30 19:00
12月16日 昼席まで

淨圓寺 八幡西区本城１－２１－１４ 北豊教区門司組

光国寺

石本堅正師

a1月13日 朝席から
10:00 13:30
a1月16日 朝席まで

西徳寺 戸畑区千防２－１３－５

福岡教区嘉麻組

西郷寺

田中了彩師

a1月14日 朝席から
10:00 13:30
a1月16日 昼席まで

極樂寺 若松区本町３－８－３

大阪教区島下組

大光寺

清岡隆文師

a1月14日 昼席から
a1月16日 昼席まで

教念寺 八幡西区引野３－７－１１

福岡教区御笠組

光伝寺

木村大信師

a1月18日 昼席から
a1月20日 昼席まで

真教寺 若松区大字蜑住１１２３

北豊教区京仲組 あ善照寺

高岡昭信師

a1月19日 昼席から
10:00 13:30 19:30
a1月20日 昼席まで

善定寺 八幡西区熊手１－３－１４

熊本教区詫麻組

良覚寺

吉村隆真師

a1月19日 朝席から
10:00 13:00
a1月21日 昼席まで

八幡西区町上津役西４－９－３４ 福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

a1月26日 昼席から
a1月28日 昼席まで

西法寺

16日昼席のみ
16日12時よりお斎

7:30 13:30 19:00 朝席16日のみ
13:30 19:00 20日11時よりお斎

13:30 19:30

全日お斎

平成２９年度東筑組報恩講日程表
～若松ブロック～
寺 号

講 師

住 所

日 程

朝

昼

夜

備考

妙泉寺 若松区大字大鳥居２１０

福岡教区志摩組

海徳寺

松月博宣師

4月22日 昼席から
4月23日 昼席まで

福生寺 若松区波打町１３－２１

北豊教区田川中組 西教寺

松江法一師

11月 9日 昼席から
11月10日 夜席まで

13:30 19:00

徧照寺 若松区大字竹並１５７８

奈良教区吉野西組 圓光寺

和氣秀剛師

11月21日 昼席から
11月23日 昼席まで

13:30 19:30 夜席22日のみ

顕照寺 若松区二島５－１８－２７

福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

11月21日 昼席から
11月23日 昼席まで

13:30

淨樂寺 若松区赤島町３－６

大阪教区天野南組 因念寺

淺田恵真師

11月22日 昼席から
11月24日 昼席まで

13:30 19:30 22日夜ぜんざい接

五十嵐雄道師

11月27日 昼席から
11月29日 昼席まで

13:30

13:30

大法要と併修

夜席22日のみ
待

正円寺 若松区中川町１０－３

佐賀教区川副組

西念寺 若松区浜町２－３－５

安芸教区佐伯奥組 最襌寺

米田順昭師

12月13日 昼席から
12月16日 朝席まで

9:30

13:30 19:00 夜席15日のみ自勤

極樂寺 若松区本町３－８－３

大阪教区島下組

大光寺

清岡隆文師

a1月14日 昼席から
a1月16日 昼席まで

7:30

13:30 19:00 朝席16日のみ

真教寺 若松区大字蜑住１１２３

北豊教区京仲組 あ善照寺

高岡昭信師

a1月19日 昼席から
a1月20日 昼席まで

10:00 13:30 19:30

円光寺

平成２９年度東筑組報恩講日程表
～戸畑ブロック～
寺 号

講 師

住 所

日 程

朝

昼

夜

備考

宝福寺 戸畑区中原西１－３－２３

北豊教区京仲組

善照寺

高岡昭信師

12月 4日 昼席から
12月 5日 昼席まで

13:30 19:30

照養寺 戸畑区北鳥旗町６－２１

山口教区豊田組

正法寺

白石智昭師

12月 5日 昼席から
12月 7日 昼席まで

13:30 19:00

明泉寺 戸畑区正津町１－８

北豊教区門司組

光国寺

石本堅正師

12月 5日 昼席から
12月 7日 昼席まで

13:30 19:30 夜席6日のみ

浄蓮寺 戸畑区浅生３－１４－１１

山口教区都濃西組 松巖寺
福岡教区志摩組
海徳寺

溪 宏道師
松月英淳師

12月 6日 昼席から
12月 8日 昼席まで

13:30 19:30 8日昼、松月英淳師

教学寺 戸畑区新池２－１０－１

北豊教区京仲組

浄蓮寺

村上信哉師

12月12日 昼席から
12月13日 昼席まで

10:00 13:30

西徳寺 戸畑区千防２－１３－５

福岡教区嘉麻組

西郷寺

田中了彩師

a1月14日 朝席から
a1月16日 昼席まで

10:00 13:30

16日昼席のみ
16日12時よりお斎

平成２９年度東筑組報恩講日程表
～八幡東ブロック～
寺 号

講 師

住 所

日 程

朝

昼

夜

備考

昭然寺 八幡東区祇園１－４－８

元 鎮西敬愛学園あ 学校長

香川孝志師

11月 9日 昼席から
11月11日 昼席まで

元照寺 八幡東区尾倉３－６－２０

大分教区速見組

満福寺

田中誠證師

11月20日 昼席から
11月22日 昼席まで

徳養寺 八幡東区山王１－６－２

山口教区邦西組

専福寺

福田康正師

11月21日 昼席から
11月23日 昼席まで

10:00 13:20

敬行寺 八幡東区上本町２－４－８

福岡教区福岡組

傳照寺

轟 慈照師

11月24日 朝席から
11月26日 昼席まで

10:00 13:30 19:00 夜席25日のみ

光隆寺 八幡東区尾倉２－８－１８

福岡教区志摩組

専光寺

大塚捷道師

12月 1日 昼席から
12月 3日 昼席まで

10:00 13:00

明遵寺 八幡東区羽衣町２－５

山口教区白滝組

念西寺

中山浩司師

12月 4日 昼席から
12月 6日 昼席まで

10:00 13:30

10:00 13:00

朝席10日のみ
11日11:30よりお斎

13:30 19:00 22日お斎

平成２９年度東筑組報恩講日程表
～八幡西ブロック～
寺 号

講 師

住 所

満福寺 八幡西区大平台２－１８

大分教区中津組

照雲寺

正覚寺 八幡西区藤田２－６－２９

松嶋智譲師

日 程
11月10日 昼席から
11月11日 昼席まで

朝

昼

夜

備考

13:30 19:00

若手布教使
４～５名

11月24日 昼席から
11月28日 昼席まで

13:00 18:30

光行寺 八幡西区陣山３－９－２８

山口教区邦西組

専福寺

福田康正師

11月26日 昼席から
11月27日 昼席まで

13:30 19:00

光円寺 八幡西区舟町５－１

福岡教区東筑組

光円寺

井上博隆師

11月26日 昼席から
11月28日 昼席まで

13:00

妙心寺 八幡西区菅原町３－１９

福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

11月27日 昼席から
11月29日 昼席まで

13:30 19:30 11時から

妙法寺 八幡西区則松１－９－３

福岡教区東筑組

妙法寺

安武真哉師

12月 1日 昼席から
12月 3日 昼席まで

13:30 19:30 3日12時よりお斎

放光寺 八幡西区熊西１－１０－２

安芸教区

真宗学寮講師

岡本法治師

12月14日 昼席から
12月15日 朝席まで

10:00 13:30 19:30

29日の昼席は
2日夜ぜんざい接待

善光寺 八幡西区永犬丸４－９－１４ 北豊教区京仲組

善照寺

高岡昭信師

12月15日 昼席から
12月16日 昼席まで

10:30 13:30 19:00

淨圓寺 八幡西区本城１－２１－１４ 北豊教区門司組

光国寺

石本堅正師

a1月13日 朝席から
a1月16日 朝席まで

10:00 13:30

教念寺 八幡西区引野３－７－１１

福岡教区御笠組

光伝寺

木村大信師

a1月18日 昼席から
a1月20日 昼席まで

善定寺 八幡西区熊手１－３－１４

熊本教区詫麻組

良覚寺

吉村隆真師

a1月19日 朝席から
a1月21日 昼席まで

八幡西区町上津役西４－９－３４ 福岡教区夜須組

光蓮寺

北嶋文雄師

a1月26日 昼席から
a1月28日 昼席まで

西法寺

13:30 19:00 20日11時よりお斎
10:00 13:00
13:30 19:30

全日お斎

