
令和4年3月20日
ご寺院様

特別法要事務局
局長　押小路蓮円

　　　　　　　特別法要並びに宝物館建設のご懇志につきまして

3月15日現在の寺院懇志、住職懇志の状況を下記のとおりご連絡いたします。

【寺院懇志】 【住職.・輪番懇志】
※分割のご寺院も含む。 ※代務を含む。
※網掛けは新規納付寺院 ※網掛けは新規納付寺院
関東別院 北海道別院
北海道別院
横浜別院　乗願寺

組 寺院名 組 寺院名
三重県第　1組　西部 玉保院 三重県第　1組　西部 厚源寺
三重県第　１組　西部 厚源寺 三重県第　1組　東部 成願寺
三重県第  １組　東部 勝樂寺 三重県第　1組　東部 勝樂寺
三重県第　1組　東部 明覚寺 三重県第  １組　東部 明覚寺
三重県第　2組　甲東 信行寺 三重県第　1組　東部 慈光寺
三重県第　2組　甲東 長安寺 三重県第　2組　甲 信行寺
三重県第　2組　甲西 妙教寺 三重県第  2組　甲 長安寺
三重県第  2組　甲西 浄泉寺 三重県第　2組　乙 久善寺
三重県第　2組　乙 法流寺 三重県第　2組　乙 法流寺
三重県第　2組　乙 實相寺 三重県第　2組　乙 實相寺
三重県第　3組 浄誓寺 三重県第　2組　乙 西源寺
三重県第　3組 圓光寺 三重県第　2組　乙 豊久寺
三重県第　3組 光澤寺 三重県第　3組 延命寺
三重県第　3組 深正寺 三重県第　3組 浄誓寺
三重県第　4組 善休寺 三重県第　3組 圓光寺
三重県第　4組 西勝寺 三重県第　3組 光澤寺
三重県第　4組 泰應寺 三重県第　3組 潮音寺
三重県第　4組 泉光寺 三重県第　3組 積善寺
三重県第　4組 願成寺 三重県第　3組 深正寺
三重県第　4組 慈相寺 三重県第　4組 善休寺
三重県第　5組 法泉寺 三重県第　4組 泰應寺
三重県第　5組 西方寺 三重県第　4組 泉光寺
三重県第　6組　北部 圓福寺 三重県第　4組 願成寺
三重県第　6組　北部 唯称寺 三重県第　4組 慈相寺
三重県第　6組　北部 甚國寺 三重県第　5組 法泉寺
三重県第　6組　北部 金剛寺 三重県第　5組 圓照寺
三重県第　6組　東部 法性寺 三重県第　5組 西方寺
三重県第　6組　東部 光輪寺 三重県第　6組　北部 圓福寺
三重県第　6組　東部 大誓寺 三重県第　6組　北部 唯称寺
三重県第　6組　西部 称名寺 三重県第　6組　北部 金剛寺
三重県第　6組　西部 西方寺 三重県第　6組　東部 法性寺
三重県第　8組　 長盛寺 三重県第　6組　東部 大誓寺
三重県第　8組　　 常願寺 三重県第　6組　西部 称名寺
三重県第　9組　西部 善福寺 三重県第　6組　西部 西方寺
三重県第　9組　西部 涅槃寺 三重県第　8組 轉輪寺
三重県第　9組　東部 唯信寺 三重県第　8組 長盛寺
三重県第　9組　東部 照安寺 三重県第　8組 明通寺
三重県第10組 清光寺 三重県第　8組 浄福寺
三重県第10組 千福寺 三重県第　8組 常願寺
三重県第10組 延寿寺 三重県第　9組　西部 善福寺
三重県第10組 信蓮寺 三重県第　9組　西部 涅槃寺
三重県第10組 因誓寺 三重県第　9組　東部 唯信寺
三重県第11組　東部 西光寺 三重県第　9組　東部 照安寺
三重県第11組　東部 柳含寺 三重県第10組 清光寺
三重県第11組　西部 西念寺 三重県第10組 千福寺
三重県第11組　西部 光福寺 三重県第10組 浄芳寺
三重県第11組　西部 浄福寺 三重県第10組 延寿寺
三重県第11組　西部 福專寺 三重県第10組 欣浄寺
三重県第12組　東部 来岸寺 三重県第10組 信蓮寺
三重県第12組　東部 安楽寺 三重県第10組 因誓寺
三重県第12組　西部 清芳寺 三重県第10組 善性寺
三重県第12組　西部 西念寺 三重県第10組 寳田寺
三重県第12組　西部 行願寺 三重県第11組　東部 西光寺
三重県第13組　　 澄源寺 三重県第11組　東部 柳含寺
三重県第13組 成覚寺 三重県第11組　東部 満昌寺
三重県第13組 本法寺 三重県第11組　西部 浄福寺
三重県第13組 西性寺 三重県第12組　東部 安楽寺

　 三重県第14組 長徳寺 三重県第12組　西部 行願寺
三重県第14組 正全寺 三重県第13組 成覚寺
三重県第14組 報国寺 三重県第13組 西性寺



三重県第14組 正法寺 三重県第14組 長徳寺
三重県第14組 蓮光寺 三重県第14組 光明寺
三重県第14組 来照寺 三重県第14組 宝林寺
三重県第15組 誓正寺 三重県第14組 正法寺
三重県第15組 法善寺 三重県第14組 西林寺
三重県第17組　北部 玉泉寺 三重県第14組 西蓮寺
三重県第17組　北部 本念寺 三重県第14組 法光寺
三重県第17組　南部 心光寺 三重県第15組 誓正寺
三重県第17組　南部 西願寺 三重県第15組 法善寺
三重県第18組 光源寺 三重県第15組 福泉寺
三重県第18組 東漸寺 三重県第15組 永信寺
三重県第18組 興正寺 三重県第16組　南部 青蓮寺
三重県第18組 上品寺 三重県第16組　南部 西願寺
三重県第18組 願誓寺 三重県第17組　北部 法雲寺
三重県第19組　乙 大雲寺 三重県第17組　北部 玉泉寺
三重県第20組 浄土寺 三重県第17組　北部 本念寺
三重県第21組　東部 正行寺 三重県第17組　南部 心光寺
三重県第21組　東部 法林寺 三重県第17組　南部 願正寺

　 三重県第21組　西部 光明寺 三重県第18組 善教寺
三重県第21組　西部 本立寺 三重県第18組 光源寺
三重県第21組　西部 念聲寺 三重県第18組 崇顕寺
三重県第22組　西部 聖徳寺 三重県第18組 東漸寺
三重県第22組　西部 誓休寺 三重県第18組 上品寺
三重県第22組　西部 正信寺 三重県第18組 興正寺
三重県第22組　西部 深藕寺 三重県第18組 成満寺
三重県第22組　西部 欣念寺 三重県第18組 願誓寺
三重県第22組　西部 蓮花寺 三重県第19組　乙 大雲寺
三重県第23組 称名寺 三重県第21組　東部 照榮寺
三重県第23組 法林寺 三重県第21組　東部 信福寺
三重県第23組 摂取院 三重県第21組　東部 正行寺
三重県第23組 常超院 三重県第21組　東部 法林寺
三重県第24組　甲東 本照寺 三重県第21組　西部 光明寺
三重県第24組　甲部西 正楽寺 三重県第21組　西部 本立寺
三重県第24組　乙部 了性寺 三重県第21組　西部 念聲寺
三重県第24組　乙部 西蓮寺 三重県第22組　西部 聖徳寺
三重県第25組　南部 信光寺 三重県第22組　西部 誓休寺
三重県第25組　南部 正法寺 三重県第22組　西部 正信寺
三重県第25組　北部 林昌寺 三重県第22組　西部 深藕寺
三重県第25組　北部 壽善寺 三重県第22組　西部 欣念寺
三重県第26組 井福寺 三重県第22組　西部 蓮花寺
三重県第26組 西林寺 三重県第22組　東部 西運寺
三重県第26組 海念寺 三重県第22組　東部 台蓮寺
三重県第26組 常寳寺 三重県第23組　 称名寺
三重県第27組 西念寺 三重県第23組　 正運寺
三重県第28組 正蓮寺 三重県第23組 隨念寺
三重県第28組 光泉寺 三重県第23組 摂取院
三重県第28組 本念寺 三重県第23組 壽福院
直轄 大仙寺 三重県第23組 良珠院
直轄 林渓寺 三重県第23組　 常超院
愛知県第　1組 常楽寺 三重県第24組　甲部東 本照寺
愛知県第　2組 西光寺 三重県第24組　甲部西 正楽寺
愛知県第  2組 唯願寺 三重県第24組　乙部 了性寺
愛知県第　2組 教津坊 三重県第24組　乙部 西蓮寺
愛知県第　3組 海隣寺 三重県第25組　南部 唯信寺
愛知県第　3組 眞福寺 三重県第25組　南部 西方寺
愛知県第　4組 明徳寺 三重県第25組　南部 最勝寺
愛知県第　4組 万徳寺 三重県第25組　南部 信光寺
愛知県第　5組 祐傳寺 三重県第25組　南部 正法寺
愛知県第　5組 東照寺 三重県第25組　北部 青龍寺
愛知県第　7組 聖眼寺 三重県第25組　北部 林昌寺
愛知県第　7組 西藏寺 三重県第25組　北部 正因寺
愛知県第　８組 東仙寺 三重県第25組　北部 壽善寺
愛知県第　9組 松林寺(名古屋） 三重県第25組　北部 専照寺
静岡県 寿福寺 三重県第26組 井福寺
静岡県 光福寺 三重県第26組 本覚寺
静岡県 行泉寺 三重県第26組 海念寺
静岡県 正覚寺 三重県第26組 常寳寺
静岡県 浄圓寺 三重県第27組 西念寺
神奈川県 常専寺 三重県第27組 妙華寺
神奈川県 甚行寺 三重県第27組 西向寺
東京都 壽林寺 三重県第28組 正蓮寺
東京都 南松寺 三重県第28組 光泉寺
東京都 林柔寺 三重県第28組 本念寺
東京都 本行寺 直轄 林渓寺
東京都 善徳寺 愛知県第　1組 常楽寺
茨城県 光明寺 愛知県第　2組 西光寺
栃木県 遍照寺 愛知県第　2組 唯願寺



滋賀県 蓮華寺 愛知県第　2組 教津坊
滋賀県 流泉寺 愛知県第　2組 崇願寺
京都府 三宝寺 愛知県第　3組 万福寺
大阪府 光善寺 愛知県第　3組 幸蓮寺
大阪府 聖賢寺 愛知県第　3組 海隣寺
大阪府 浄福寺 愛知県第　3組 眞福寺
福島県 安照寺 愛知県第　4組 明徳寺
福島県 光明寺 愛知県第　5組 祐傳寺
福島県 自源寺 愛知県第　5組 東照寺
長崎県 專光寺 愛知県第　6組 善明寺
鹿児島県 福傳寺 愛知県第　6組 祐福寺
埼玉県 選擇寺 愛知県第　8組 西光寺
福井県第　1組 常楽寺 愛知県第　8組 光明寺
福井県第　2組 願生寺 愛知県第　8組 東仙寺
福井県第　2組 珠光寺 愛知県第　9組 松林寺（豊田）
福井県第　2組 勝林寺 愛知県第　9組 松林寺(名古屋）
福井県第　2組 大願寺 静岡県 寿福寺
福井県第　2組 寶幢寺 静岡県 光福寺
福井県第　2組 法光寺 静岡県 行泉寺
北海道 専覚寺 静岡県 浄圓寺
北海道 願誠寺 神奈川県 空乗寺
北海道 弘専寺 神奈川県 常専寺
北海道 誠満寺 神奈川県 甚行寺
北海道 真高寺 東京都 壽林寺
北海道 浄光寺 東京都 永福寺

東京都 南松寺
東京都 林柔寺
東京都 本行寺
東京都 願信寺

件数 165 東京都 善徳寺
合計(寺院懇志） 186,146,500 茨城県 光明寺

栃木県 遍照寺
滋賀県 蓮華寺
滋賀県 流泉寺
京都府 東光寺
京都府 栄真寺
京都府 三宝寺
大阪府 光善寺
大阪府 一乗寺
大阪府 正覚寺
大阪府 聖賢寺
大阪府 浄福寺
大阪府 大乗寺
福島県 安照寺
福島県 南泉寺
福島県 光明寺
福島県 自源寺
福島県 泉光寺
福島県 泰澄寺
新潟県 西願寺
長崎県 專光寺
鹿児島県 福傳寺
埼玉県 選擇寺
福井県第　1組 常楽寺
福井県第　2組 願生寺
福井県第　2組 珠光寺
福井県第　2組 勝林寺
福井県第　2組 大願寺
福井県第　2組 寳幢寺
福井県第　2組 勝久寺
福井県第　2組 法光寺
北海道 髙山寺
北海道 専覚寺
北海道 専誠寺
北海道 願誠寺
北海道 眞宗寺
北海道 弘専寺
北海道 真高寺
北海道 浄光寺
北海道 聖賢寺

件数 208
合計(住職懇志） 61,450,000


