
本山・築地本願寺・直属寺院　報恩講一覧

地区 都道府県 別院・教堂名 所在地 TEL

本山 京都府 龍谷山本願寺 京都市下京区堀川通花屋町下る 075-371-5181 令和3年1月9日 ～ 1月16日

札幌別院(北海道教区教務所) 札幌市中央区北三条西19丁目2番地1 011-611-9322 令和2年10月12日 ～ 10月16日

帯広別院 帯広市東三条南5丁目3番地 0155-23-3720 令和2年11月13日 ～ 11月16日

小樽別院 小樽市若松1丁目4番17号 0134-22-0744 令和2年10月13日 ～ 10月16日

江差別院 北海道檜山郡江差町本町212番地 0139-52-0567 令和2年11月12日 ～ 11月14日

函館別院 函館市東川町12番12号 0138-23-0647 令和2年10月13日 ～ 10月16日

宮城県 仙台別院(東北教区教務所) 仙台市青葉区支倉町1番27号 022-222-8567 令和2年11月09日 ～ 11月11日

東京都 築地本願寺(東京教区教務所) 東京都中央区築地3丁目15番1号 03-3541-1131 令和2年11月11日 ～ 11月16日

長野別院(長野教区教務所) 長野市西後町1653番地　 026-232-2621 令和2年10月23日 ～ 10月26日

松本別院 松本市蟻ヶ崎4丁目4番10号 0263-32-4743 令和2年11月20日

国府別院(国府教区教務所) 上越市国府1丁目7番1号 025-543-2742 令和2年7月4日 ～  7月 6日

新潟別院(新潟教区教務所) 長岡市与板町与板乙4356番地 0258-72-2120 令和2年6月25日 ～  6月27日

富山別院(富山教区教務所) 富山市総曲輪2丁目7番12号 076-421-6672 令和2年11月14日 ～ 11月16日

西本願寺高岡会館(高岡教区教務所) 富山県高岡市東上関446番地　 0766-22-0887 令和2年11月25日

井波別院 富山県南砺市畠方2955番地 0763-82-1246 令和3年02月13日 ～  2月16日

福光教堂 富山県南砺市福光974番地の2 0763-52-2332 令和2年11月20日 ～  11月21日

石川県 金沢別院(石川教区教務所) 金沢市笠市町2番47号 076-221-0429 令和2年11月13日 ～ 11月16日

福井別院(福井教区教務所) 福井市松本4丁目9番21号 0776-23-2507 令和2年12月04日 ～ 12月 7日

吉崎別院 福井県あわら市吉崎1丁目201番地 0776-75-1903 令和2年8月6日 ～  8月 7日

岐阜別院(岐阜教区教務所) 岐阜市西野町3丁目1番地 058-262-0231 令和2年12月04日 ～ 12月 6日

笠松別院 岐阜県羽島郡笠松町柳原町100番地の3 058-387-3557 令和2年11月27日 ～ 11月28日

池野教堂 岐阜県揖斐郡池田町六之井1808番地の1 058-262-0231 令和2年11月11日

名古屋別院(東海教区教務所) 名古屋市中区門前町1番23号 052-321-0028 令和3年2月13日 ～  2月16日

三河別院 岡崎市十王町1丁目25番地 0564-22-4168 令和3年3月1日 ～  3月 2日

八幡別院(滋賀教区教務所) 近江八幡市北元町39番地1号 0748-33-2466 令和2年11月16日 ～ 11月18日

赤野井別院 守山市赤野井町326番地 077-585-0023  令和2年11月11日 ～ 11月13日

近松別院 大津市札の辻4番26号 077-526-4959 令和2年11月18日

長浜別院 長浜市南呉服町13番31号 0749-62-4555  令和2年10月16日 ～ 10月18日

八日市教堂 東近江市八日市町9番16号 0748-24-1340 令和2年11月24日

中
部

富山県

福井県

岐阜県

愛知県

報恩講修行日

北
海
道
･

東
北

北海道

関
東
・

甲
信
越

長野県

新潟県

滋賀県
近
畿



本山・築地本願寺・直属寺院　報恩講一覧

顕道会館(京都教区教務所) 京都市下京区油小路通花屋町上ル西若松町248 075-371-6981 令和3年3月3日

西山別院 京都市西京区川島北裏町29番 075-392-7939 令和2年10月22日 ～ 10月23日

北山別院 京都市左京区一乗寺薬師堂町29番地 075-781-5435 令和2年10月10日

山科別院 京都市山科区東野狐藪町2番地 075-581-0924 令和2年10月13日 ～ 10月14日

奈良県 奈良教堂(奈良教区教務所) 奈良市七条1丁目11番4号 0742-44-5878 令和3年1月20日

津村別院(大阪教区教務所) 大阪市中央区本町4丁目1番3号 06-6261-6796 令和2年11月11日 ～ 11月16日

堺別院 堺市堺区神明町東3丁1番10号 072-232-4417 令和2年12月14日 ～ 12月16日

尾崎別院 阪南市尾崎町2丁目8番19号 072-472-4128 令和2年11月26日 ～ 11月28日

鷺森別院(和歌山教区教務所) 和歌山市鷺森1番地　　 073-422-4677 令和2年11月24日 ～ 11月28日

日高別院 御坊市御坊100番地 0738-22-0518 令和2年12月04日 ～ 12月6日

兵庫県 神戸別院(兵庫教区教務所) 神戸市中央区下山手通8丁目1番1号 078-341-5949 令和2年11月26日 ～ 11月28日

島根県 山陰教堂(山陰教区教務所) 松江市大正町443番地1 0852-21-4747 令和2年10月21日

備後教堂(備後教区教務所) 福山市東町2丁目4番5号 084-924-5759 令和2年11月30日

広島別院(安芸教区教務所) 広島市中区寺町1番19号 082-231-0302 令和2年12月14日 ～ 12月16日

山口県 山口別院(山口教区教務所) 山口市小郡花園町3番7号 083-973-4111 令和2年11月26日 ～ 11月28日

香川県 塩屋別院(四州教区教務所) 丸亀市塩屋町4丁目6番1号 0877-22-3016 令和2年11月15日 ～ 11月16日

高知県 高知別院 高知市追手筋1丁目7番4号 088-823-8390 令和2年10月29日 ～ 10月 30日

鎮西別院(北豊教区教務所) 北九州市門司区別院6番1号 093-381-0790 令和3年4月3日 ～  4月 5日

福岡教堂(福岡教区教務所) 福岡市中央区黒門3番2号 092-771-9081 令和3年1月26日 ～  1月28日

大牟田別院 大牟田市上町1丁目6番地の10 0944-52-2924 未定

門司教堂 北九州市門司区庄司町4番3号 093-321-2019 令和2年11月12日 ～ 11月14日

佐賀県 佐賀教堂(佐賀教区教務所) 佐賀市城内1丁目2番2号 0952-23-7017 令和2年11月26日 ～ 11月28日

長崎県 長崎教堂(長崎教区教務所) 諫早市新道町50番地3 0957-22-3011 令和2年11月27日 ～ 11月28日

熊本別院(熊本教区教務所) 熊本市中央区坪井2丁目3番32号 096-343-8283 令和2年11月26日 ～ 11月28日

人吉別院 人吉市七日町25番地 0966-22-3316  令和2年12月12日 ～ 12月16日

別府別院(大分教区教務所) 別府市北浜3丁目6番36号 0977-22-0146 令和3年4月13日 ～ 4月16日

四日市別院 宇佐市四日市1410番地 0978-32-1901 令和2年12月9日 ～ 12月11日

宮崎県 宮崎別院(宮崎教区教務所) 宮崎市柳丸町79番地1 0985-22-8022 令和3年1月27日 ～  1月28日

鹿児島県 鹿児島別院(鹿児島教区教務所) 鹿児島市東千石町21番38号 099-222-0051 令和2年12月12日 ～ 12月16日

沖縄県 沖縄別院 沖縄県浦添市伊祖5丁目10番1号 098-877-3276 令和3年1月24日
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※別院・教堂によっては職員が不在のことがありますので、報恩講以外の日に参拝する場合は、必ず参拝先に確認の上でお参りください。
   職員不在の時はスタンプラリーの押印ができないこともありますので、ご注意ください。＜重点プロジェクト推進室＞
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