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正副組長・組教導

組 長 副組長 副組長(H11～組教導)

５６ 藤谷 弘懿（明楽寺）磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）

５７ 藤谷 弘懿（明楽寺）磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）

５８ 藤谷 弘懿（明楽寺）磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）

５９ 磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）

６０ 磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）

６１ 磯野 泰恵（西徳寺）秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）

６２ 秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）谷 隆観（誓海寺）

６３ 秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）谷 隆観（誓海寺）

６４ 秦 信映（明徳寺）東野 智賢（覚勝寺）谷 隆観（誓海寺）

２ 秦 信映（明徳寺）谷 隆観（誓海寺）川那部 誠（双林寺）

３ 秦 信映（明徳寺）谷 隆観（誓海寺）川那部 誠（双林寺）

４ 秦 信映（明徳寺）谷 隆観（誓海寺）川那部 誠（双林寺）

５ 秦 信映（明徳寺）藤井 隆丸（証光寺）西野 真成（充満寺）

６ 秦 信映（明徳寺）藤井 隆丸（証光寺）西野 真成（充満寺）

７ 秦 信映（明徳寺）藤井 隆丸（証光寺）西野 真成（充満寺）

８ 東野 智賢（覚勝寺）西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺）

９ 東野 智賢（覚勝寺）西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺）

１０ 東野 智賢（覚勝寺）西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺）

１１ 西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺 谷 孝之（誓海寺）

１２ 西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺）谷 孝之（誓海寺）

１３ 西野 真成（充満寺）高橋 恵明（猶存寺）谷 孝之（誓海寺）

１４ 禿 聖（円行寺）松浦 晋（明源寺）谷 孝之（誓海寺）

１５ 禿 聖（円行寺）松浦 晋（明源寺）谷 孝之（誓海寺）

１６ 禿 聖（円行寺）松浦 晋（明源寺）谷 孝之（誓海寺）

１７ 川那部 誠（双林寺）䋆澤 成亙（慶福寺）東野 裕賢（覚勝寺）

１８ 川那部 誠（双林寺）䋆澤 成亙（慶福寺）東野 裕賢（覚勝寺）

１９ 川那部 誠（双林寺）䋆澤 成亙（慶福寺）東野 裕賢（覚勝寺）

２０ 藤谷 愛嗣（明樂寺）谷 孝之（誓海寺）高橋 宗明（猶存寺）

２１ 藤谷 愛嗣（明樂寺）谷 孝之（誓海寺）高橋 宗明（猶存寺）

２２ 藤谷 愛嗣（明樂寺）谷 孝之（誓海寺）高橋 宗明（猶存寺）

２３ 䋆澤 成亙（慶福寺）美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）

２４ 䋆澤 成亙（慶福寺）美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）

２５ 䋆澤 成亙（慶福寺）美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）

２６ 美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）熊野 俊史（了覚寺）

２７ 美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）熊野 俊史（了覚寺）

２８ 美濃部俊裕（来入寺）川那部恵龍（浄教寺）熊野 俊史（了覚寺）

２９ 美濃部俊裕（来入寺）熊野 俊史（了覚寺）秦 信映（明徳寺）

３０ 美濃部俊裕（来入寺）熊野 俊史（了覚寺）秦 信映（明徳寺）
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坊守会

年度 坊守会長 副会長 会 計

５５ 藤川 良（証光寺） 西野美宝子(充満寺） 藤谷 孝子(明楽寺）

５６ 藤川 良（証光寺） 西野美宝子(充満寺） 藤谷 孝子(明楽寺）

５７ 藤川 良（証光寺） 西野美宝子(充満寺） 藤谷 孝子(明楽寺）

５８ 藤井 幸子(本宗寺） 磯野 陽子(西徳寺） 松尾 慧子(覚念寺）

５９ 藤井 幸子(本宗寺） 磯野 陽子(西徳寺） 松尾 慧子(覚念寺）

６０ 藤井 幸子(本宗寺） 磯野 陽子(西徳寺） 松尾 慧子(覚念寺）

６１ 藤谷 孝子(明楽寺） 熊野 春尾(了覚寺） S61～副会長が担当

６２ 藤谷 孝子(明楽寺） 熊野 春尾(了覚寺）

６３ 川那部好香(双林寺） 東野 小枝(覚勝寺）

６４ 川那部好香(双林寺） 東野 小枝(覚勝寺）

２ 西野三宝子(充満寺） 石野久美子(梅龍寺）

３ 西野三宝子(充満寺） 石野久美子(梅龍寺）

４ 西野三宝子(充満寺） 石野久美子(梅龍寺）

５ 谷 幸子(誓海寺） 䋆澤 瑩子(慶福寺）

６ 谷 幸子(誓海寺） 䋆澤 瑩子(慶福寺）

７ 谷 幸子(誓海寺） 䋆澤 瑩子(慶福寺）

８ 東山 啓子(円常寺） 秦 悦子(明徳寺）

９ 東山 啓子(円常寺） 秦 悦子(明徳寺）

１０ 東山 啓子(円常寺） 秦 悦子(明徳寺）

１１ 䋆澤 瑩子(慶福寺） 美濃部眞弓(来入寺）

１２ 䋆澤 瑩子(慶福寺） 美濃部眞弓(来入寺）

１３ 䋆澤 瑩子(慶福寺） 美濃部眞弓(来入寺）

１４ 熊野 春尾(了覚寺） 松尾 慧子(覚念寺）

１５ 熊野 春尾(了覚寺） 松尾 慧子(覚念寺）

１６ 熊野 春尾(了覚寺） 松尾 慧子(覚念寺）

１７ 東野 小枝(覚勝寺） 磯野 惠子(西徳寺）

１８ 東野 小枝(覚勝寺） 磯野 惠子(西徳寺）

１９ 東野 小枝(覚勝寺） 磯野 惠子(西徳寺）

２０ 秦 悦子(明徳寺） 東野ゆかり(立圓寺）

２１ 秦 悦子(明徳寺） 東野ゆかり(立圓寺）

２２ 秦 悦子(明徳寺） 東野ゆかり(立圓寺）

２３ 磯野 恵子(西徳寺） 谷 寿子(誓海寺）

２４ 磯野 恵子(西徳寺） 谷 寿子(誓海寺）

２５ 磯野 恵子(西徳寺） 谷 寿子(誓海寺）

２６ 美濃部眞弓(来入寺） 福田千佳子(長照寺）

２７ 美濃部眞弓(来入寺） 福田千佳子(長照寺）

２８ 美濃部眞弓(来入寺） 福田千佳子(長照寺）
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２９ 谷 寿子(誓海寺） 川那部茂子(浄教寺）

３０ 谷 寿子(誓海寺） 川那部茂子(浄教寺）

婦人会

年度 婦人会会長 副会長 会計 庶務

５７ 藤田 貞子（明楽寺）安井 則子（妙覚寺）二宮 愛（西徳寺）下村 公子（恩覚寺）

５８ 藤田 貞子（明楽寺）安井 則子（妙覚寺）二宮 愛（西徳寺）下村 公子（恩覚寺）

５９ 文室 文栄（明楽寺）谷口 春（西徳寺）立花 道子（恩覚寺）水上 絹子（猶存寺）

６０ 文室 文栄（明楽寺）谷口 春（西徳寺）立花 道子（恩覚寺）水上 絹子（猶存寺）

６１ 鈴木 明美（妙覚寺）林 みさえ（来入寺） 不明

６２ 鈴木 明美（妙覚寺）林 みさえ（来入寺） 不明

６３ 安居 久美（浄教寺）伊藤 絹枝（円行寺）堀江ヒシ江（残景寺）水上 貞子（猶存寺）

６４ 安居 久美（浄教寺）伊藤 絹枝（円行寺）堀江ヒシ江（残景寺）水上 貞子（猶存寺）

２ 二宮 久子（西徳寺）下村恵美子（恩覚寺） 不明

３ 二宮 久子（西徳寺）下村恵美子（恩覚寺） 不明

４ 藤田 和子（明楽寺）奥手 幸子（円常寺）平井 容子（梅龍寺）元村 説子（覚勝寺）

５ 藤田 和子（明楽寺）奥手 幸子（円常寺）平井 容子（梅龍寺）元村 説子（覚勝寺）

６ 大橋 妙子（妙覚寺）橋本弥栄子（残景寺）津田 一枝（長照寺）富永 一枝（来入寺）

７ 大橋 妙子（妙覚寺）橋本弥栄子（残景寺）津田 一枝（長照寺）富永 一枝（来入寺）

８ 不明

９ 不明

１０ 津田 浩子（長照寺）田中千恵子（妙覚寺）大杉 朋子（明楽寺）久保 治美（残景寺）

１１ 津田 浩子（長照寺）田中千恵子（妙覚寺）大杉 朋子（明楽寺）久保 治美（残景寺）

１２ 堀江 照美（残景寺）桜井 澄子（長照寺）山岡 朋子（報春寺）成田 英子（充満寺）

１３ 堀江 照美（残景寺）桜井 澄子（長照寺）山岡 朋子（報春寺）成田 英子（充満寺）

１４ 酒井 澄子（円常寺）西川美枝子（明徳寺）平井須磨子（梅龍寺）七里まさ子（覚勝寺）

１５ 酒井 澄子（円常寺）西川美枝子（明徳寺）平井須磨子（梅龍寺）七里まさ子（覚勝寺）

１６ 田川 栄子（来入寺）山岡 正子（報春寺）水上 幸（猶存寺）山岡 やす（浄教寺）

１７ 田川 栄子（来入寺）山岡 正子（報春寺）水上 幸（猶存寺）山岡 やす（浄教寺）

１８ 笹井 良子（明楽寺）藤田 栄子（明徳寺）廣部登美子（覚勝寺）吉内 雅子（立圓寺）

１９ 笹井 良子（明楽寺）藤田 栄子（明徳寺）廣部登美子（覚勝寺）吉内 雅子（立圓寺）

２０ 野洲 悦子（充満寺）林 真知子（円常寺）清水 幸子（誓海寺）布施 恭子（双林寺）

２１ 野洲 悦子（充満寺）林 真知子（円常寺）清水 幸子（誓海寺）布施 恭子（双林寺）

２２ 北川由美子（証光寺）横田恵美子（樹徳寺）山岡 光子（浄教寺）岩根 妙子（明楽寺）

２３ 北川由美子（証光寺）横田恵美子（樹徳寺）山岡 光子（浄教寺）岩根 妙子（明楽寺）

２４ 髙山 敏子（充満寺）林 孝子（来入寺）藤中 英子（長照寺）藤田 律子（明徳寺）

２５ 髙山 敏子（充満寺）林 孝子（来入寺）藤中 英子（長照寺）藤田 律子（明徳寺）

２６ 平林ちづる（誓海寺）上松 洋美（梅龍寺）東野真知子（明源寺）安居 和美（浄教寺）

２７ 平林ちづる（誓海寺）上松 洋美（梅龍寺）東野真知子（明源寺）安居 和美（浄教寺）

２８ 山田美恵子（長照寺）大橋 節子（明楽寺）松井しず子（充満寺）西川 広子（恩覚寺）

２９ 山田美恵子（長照寺）大橋 節子（明楽寺）松井しず子（充満寺）西川 広子（恩覚寺）
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３０ 林 定子（円常寺）森田 良江（慶福寺）山本智香子（了覚寺）村田 桂子（証光寺）

門徒会

年度 門徒会長 門徒会副会長 会 計

５６

５７ 山岡茂兵衛（覚勝寺） 川越 英一（教覚寺）山田 正之（本宗寺）

５８ 山岡茂兵衛（覚勝寺） 川越 英一（教覚寺）山田 正之（本宗寺）

５９ 山岡茂兵衛（覚勝寺） 川越 英一（教覚寺）山田 正之（本宗寺）

６０ 中之庄捨蔵（来入寺） 野洲 重雄（充満寺） 不明

６１ 中之庄捨蔵（来入寺） 野洲 重雄（充満寺） 不明

６２ 中之庄捨蔵（来入寺） 野洲 重雄（充満寺） 不明

６３ 中之庄捨蔵（来入寺） 村田 利之（証光寺）森川孫右門（妙覚寺）

６４ 中之庄捨蔵（来入寺） 村田 利之（証光寺）森川孫右門（妙覚寺）

２ 中之庄捨蔵（来入寺） 村田 利之（証光寺）森川孫右門（妙覚寺）

３ 村田 利之（証光寺） 山岡 太代（浄教寺）森川孫右門（妙覚寺）

４ 村田 利之（証光寺） 山岡 太代（浄教寺）森川孫右門（妙覚寺）

５ 村田 利之（証光寺） 山岡 太代（浄教寺）森川孫右門（妙覚寺）

６ 田部 泰正（明楽寺） 八島 昭吾（残景寺）江波 義照（妙覚寺）

７ 田部 泰正（明楽寺） 八島 昭吾（残景寺）江波 義照（妙覚寺）

８ 田部 泰正（明楽寺） 八島 昭吾（残景寺）江波 義照（妙覚寺）

９ 竹内五左ェ門(明楽寺) 東野弥余男（覚勝寺）片山 直（双林寺）

１０ 竹内五左ェ門(明楽寺) 東野弥余男（覚勝寺）片山 直（双林寺）

１１ 竹内五左ェ門(明楽寺) 東野弥余男（覚勝寺）片山 直（双林寺）

１２ 東野弥余男（覚勝寺） 笹井 尚和（明楽寺）藤田 勲（猶存寺）

１３ 東野弥余男（覚勝寺） 笹井 尚和（明楽寺）藤田 勲（猶存寺）

１４ 東野弥余男（覚勝寺） 笹井 尚和（明楽寺）藤田 勲（猶存寺）

１５ 杉野 俊一（充満寺） 藤田 勲（猶存寺）文室 温晴（明楽寺）

１６ 杉野 俊一（充満寺） 藤田 勲（猶存寺）文室 温晴（明楽寺）

１７ 杉野 俊一（充満寺） 藤田 勲（猶存寺）文室 温晴（明楽寺）

１８ 松井 泰裕（充満寺） 藤田 一正（明楽寺）笠原 裕（長照寺）

１９ 松井 泰裕（充満寺） 藤田 一正（明楽寺）笠原 裕（長照寺）

２０ 松井 泰裕（充満寺） 藤田 一正（明楽寺）笠原 裕（長照寺）

２１ 山岡 正幸（明楽寺） 山田 国昭（本宗寺）篠田 益廣（随願寺）

２２ 山岡 正幸（明楽寺） 山田 国昭（本宗寺）篠田 益廣（随願寺）

２３ 山岡 正幸（明楽寺） 山田 国昭（本宗寺）篠田 益廣（随願寺）

２４ 小高 寛三（来入寺） 水上 滋（猶存寺）河﨑 勝（充満寺）

２５ 小高 寛三（来入寺） 水上 滋（猶存寺）河﨑 勝（充満寺）

２６ 小高 寛三（来入寺） 水上 滋（猶存寺）河﨑 勝（充満寺）

２７ 安居 重晴（浄教寺） 川隅 治（明楽寺）片山 敏晴（双林寺）
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２８ 安居 重晴（浄教寺） 川隅 治（明楽寺）片山 敏晴（双林寺）

２９ 安居 重晴（浄教寺） 川隅 治（明楽寺）片山 敏晴（双林寺）

３０ 安居 重晴（浄教寺） 水上喜久男（猶存寺）木村喜久治（円常寺）

壮年会（56～ 14）・壮年会(15～ 26)・プロジェクト 24（27～)

年度 壮年部会長 副会長 会 計

５７ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

５８ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

５９ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

６０ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

６１ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

６２ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

６３ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

６４ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

２ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

３ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

４ 笹井 尚和(明楽寺） 坂井昭二郎(明徳寺）

５ 坂井昭二郎(明徳寺） 清水喜次郎(誓海寺） 橋本 博(残景寺）

６ 坂井昭二郎(明徳寺） 清水喜次郎(誓海寺） 橋本 博(残景寺）

７ 坂井昭二郎(明徳寺） 清水喜次郎(誓海寺） 橋本 博(残景寺）

８ 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

９ 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１０ 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１１ 清水喜次郎(誓海寺） 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１２ 清水喜次郎(誓海寺） 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１３ 清水喜次郎(誓海寺） 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１４ 清水喜次郎(誓海寺） 坂井昭二郎(明徳寺） 杉野 幸一(充満寺）

１５ 天野 市義(円行寺） 水上 滋(猶存寺） 山本 勝茂(明徳寺）

１６ 天野 市義(円行寺） 水上 滋(猶存寺） 山本 勝茂(明徳寺）

１７ 横関 幸巳(誓海寺） 橋本 久美(本宗寺） 岩田 雅男(了覚寺）

１８ 横関 幸巳(誓海寺） 橋本 久美(本宗寺） 岩田 雅男(了覚寺）

１９ 平井 俊雄(梅龍寺） 山岡 孝明(浄教寺） 田川 繁信(来入寺）

２０ 平井 俊雄(梅龍寺） 山岡 孝明(浄教寺） 田川 繁信(来入寺）

２１ 山岡 正明(浄教寺） 西村 義彦(明楽寺） 脇田 一男(本宗寺）

２２ 山岡 正明(浄教寺） 西村 義彦(明楽寺） 脇田 一男(本宗寺）

２３ 野洲 隆(充満寺） 今井 克美(長照寺） 富永 敬二(円常寺）

２４ 野洲 隆(充満寺） 今井 克美(長照寺） 富永 敬二(円常寺）

２５ 村田 新五(証光寺） 内藤又一郎(円行寺） 二宮 勝彦(西徳寺）

２６ 村田 新五(証光寺） 内藤又一郎(円行寺） 二宮 勝彦(西徳寺）

２７ 神田 廣章(明徳寺） 奥手 亨(円常寺） 山岡 和弘(報春寺）



- 6 -

２８ 神田 廣章(明徳寺） 奥手 亨(円常寺） 山岡 和弘(報春寺）

２９ 神田 廣章(明徳寺） 奥手 亨(円常寺） 山岡 和弘(報春寺）

３０ 神田 廣章(明徳寺） 奥手 亨(円常寺） 山岡 和弘(報春寺）


