
 真宗教団連合 様 
 
 東京教区栃木南組西林寺 様 

 大阪教区石川南組了雲寺 様 

 和歌山教区海南組了賢寺 様 

 

 井野  盛夫  様 

奥野  浩子  様 

大木  桂子  様 

前田  靖子  様 

丸山  鏡子  様 

 

本願寺参与 
 稲地  利彦  様 

 江里  康慧  様 

岡本 千賀子  様 

小澤  妙子  様 

小野  俊雄  様 

川勝  良子  様 

酒井田 定男  様 

多田  博是  様 

武部   勤  様 

田中丸 善保  様 

中川  洋昌  様 

林   猛雄  様 

平田  啓子  様 

細川  吉博  様 

渡辺  信喜  様 

  

築地本願寺総代 

 立石  晴康  様 

 杉田  光一  様 

 中村   弘  様 

 

東京教区門徒総代会会長 
 山口  格夫  様 

 

聞法会（団体・個人） 
 築地聞真会 様 

 築地あすなろ会 様 

 拓心会 様 

 築地敬親都会 様 

嘉村   孝  様（拓心会） 

竹口  甲三  様（拓心会） 

渚   久人  様（拓心会） 

清水  硯二  様（中京あけぼの会） 

 

宗門関係学校 
 学校法人札幌龍谷学園理事長 沙々木 学 様 

 学校法人武蔵野大学 様 

 学校法人平田学園理事長 平田 史郎 様 

 学校法人北陸学園北陸高等学校・北陸中学校 様 

 学校法人龍谷大学 様 

学校法人京都女子学園学園長 芝原 玄記 様 

 学校法人相愛学園 様 

 学校法人淳和学園理事長 津田 謙二 様 

学校法人崇徳学園理事長 奥田 耕造 様 

 筑紫女学園中学校・高等学校校長 松尾 圭子 様 

 
 

宗会議員 
 黒田   玲  様（新潟・僧侶） 

公文名  眞  様（高岡・僧侶） 

玉田  善明  様（石川・門徒） 

近藤  利尊  様（岐阜・僧侶） 

河原  善雄  様（京都・僧侶） 

田仲  隆行  様（奈良・門徒） 

神戸   修  様（大阪・僧侶） 

嶋田  典之  様（大阪・門徒） 

菅原  俊軌  様（山陰・僧侶） 

竹下  三郎  様（山陰・門徒） 

浅野  弘毅  様（四州・僧侶） 

那須  英信  様（備後・僧侶） 

加藤  一英  様（安芸・僧侶） 

渡邊  幸司  様（安芸・僧侶） 

森   眞仁  様（大分・僧侶） 

髙木  義明  様（長崎・門徒） 

加藤  尚史  様（熊本・僧侶） 

三嶋  統吾  様（熊本・門徒） 

 

常務委員会常務委員 

 沖井  智子  様 

 

連盟 
 浄土真宗本願寺派保育連盟 様 

 浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟 様 

 浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟 様 

 
宗派・本山役職者 

 本願寺 

  執行長  安永  雄彦  様 

  副執行長 黒田  正宣  様 

  執行   尾井  貴童  様 

 宗会 

  議長   園城  義孝  様 

  副議長  鳥飼  睦夫  様 

 勧学寮 

  寮頭   德永  一道  様 

 監正局 

  局長   藤實  無極  様 

  

 総局・副総務・本部長 

  総長   石上  智康（法要委員長） 

  総務   池田  行信（法要副委員長） 

       武野  公昭 

       日谷  照應 

  副総務  弘中  貴之 

       荻野  昭裕 

 

 宗務組織機構改革推進本部 

  本部長  霍野  紹 

  

 親鸞聖人御誕生 850 年・立教開宗 800 年慶讃法要 

  本部長  玉井  昭英 

       野瀬  善隆 

       大河内 隆之 

  

 築地本願寺 

  宗務長  中尾  史峰（法要副委員長） 

 



教区・特区 
 北海道教区     東北教区      東京教区 

 長野教区      国府教区      新潟教区 

 富山教区      石川教区      福井教区 

 高岡教区      岐阜教区      東海教区 

 滋賀教区      京都教区      奈良教区      

 大阪教区      和歌山教区     兵庫教区 

 山陰教区      四州教区      備後教区 

 安芸教区      山口教区      北豊教区 

 福岡教区      大分教区      佐賀教区      

 長崎教区      熊本教区      宮崎教区 

 鹿児島教区     沖縄県宗務特別区 

 

海外開教区・開教地 

 北米開教区     カナダ開教区    ハワイ開教区 

 台湾開教地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直轄寺院・直属寺院 
 築地本願寺（東京都） 

 本願寺江差別院（北海道）  本願寺帯広別院（北海道） 

本願寺小樽別院（北海道）  本願寺函館別院（北海道） 

本願寺仙台別院（宮城県）  本願寺長野別院（長野県） 

本願寺松本別院（長野県）  本願寺国府別院（新潟県） 

本願寺新潟別院（新潟県）  本願寺岐阜別院（岐阜県） 

本願寺名古屋別院（愛知県） 本願寺西山別院（京都府） 

 本願寺北山別院（京都府）  本願寺山科別院（京都府） 

本願寺津村別院（大阪府）  本願寺堺別院（大阪府） 

本願寺鷺森別院（和歌山県） 本願寺広島別院（広島県）   

本願寺鎮西別院（福岡県）  本願寺福岡教堂（福岡県）   

本願寺門司教堂（福岡県）  本願寺長崎教堂（長崎県）   

本願寺人吉別院（熊本県） 

 


