
日時 寺院名 法要・行持名 備考

3月2日 興禅寺 先住忌

3月17日 広徳寺

3月18日 高龍寺・曹渓寺

3月20日 大貫寺

3月21日 大龍・願応・禅燈

3月22日 龍宝寺

3月23日 龍吟寺

3月24日 潜龍寺

3月25日 光現寺

3月26日 七宝寺

3月27日 光明寺

3月29日 願応寺

4月2日 文山寺

4月4日 法雲寺 内献

4月5日 円通寺 先住忌

4月7日 善宝寺

4月8日 禅龍寺

4月10日 宝琳寺

4月11日 洞泉寺

4月12日 明林寺

4月13日 昭和寺

4月15日 高龍寺

4月17日 高岸寺

4月18日 高聖寺

4月21日 広福寺

4月24日 永全寺

4月26日 法泉寺

4月27日 観音寺

4月29日 大泉寺

5月8日 清川寺 薬師

5月11日 観音寺

5月19日 願応寺

5月21日 大龍寺

5月24日 地蔵寺 地蔵尊

6月3日 願応寺

6月8日 高龍寺
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6月16日 高龍寺

6月17日 龍宝寺・道了寺 観音

6月18日 七宝寺

6月24日 地蔵寺

6月27日 禅燈寺 龍神

6月29日～30日 法雲寺 晋山結制・退董式・先住忌

7月15日 願応寺

7月18日 高龍寺(音羽)

7月19日 高龍寺(梁川)・願応寺

7月20日 高龍寺(本坊)

7月23日 光明寺 地蔵尊

7月28日 円通寺

8月15日 禅燈寺

8月16日 ※別記A

8月17日 大泉・法雲・興禅

8月18日 広徳寺

8月19日 明林・善宝・高聖

8月20日 龍吟・高岸・曹渓

8月21日 願応・清川・昭和・禅龍

8月22日 宝琳寺・龍宝寺

8月23日 洞泉寺

8月24日 高龍・潜龍・光現

8月25日 高龍寺(音羽地蔵)

8月26日 七宝寺

9月18日 禅龍寺 大権現

9月20日 高龍寺・観音寺

9月22日 龍宝寺・大貫寺

9月23日 広徳・大龍・願応・禅燈

9月26日 七宝寺

9月27日 道了寺 先住忌

9月29日 高龍寺

10月5日 高龍寺・興禅寺

10月12日 高龍寺・洞泉寺

10月13日 高龍寺・高岸寺

10月15日 龍吟寺

10月16日 広福寺
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10月17日 高岸寺 鎮守

10月18日 高聖寺

10月21日 大龍寺

10月22日 龍宝寺 庫裡落慶

10月24日 潜龍寺

10月25日 法泉寺

10月26日 七宝寺

10月27日 光現寺

10月28日 光明寺

10月29日 願応寺

11月1日 永全寺

11月2日 大泉寺

11月3日 文山寺

11月5日 昭和寺

11月7日 善宝寺

11月8日 禅龍寺

11月10日 宝琳寺

11月11日 曹渓寺

11月12日 明林寺

11月16日 円通寺

11月18日 広徳寺

11月19日 法雲寺

11月22日 光明寺・清川寺

12月2日 光明寺

12月8日 高龍寺・大貫寺

令和2年1月10日 高龍寺 金毘羅

1月16日 大龍寺 修正会

1月17日 高岸寺 鎮守

1月28日 願応寺

2月2日 大泉寺

2月3日 別記C 節分会

2月6日 七宝寺 祈祷会

2月20日 清川寺

別記C　2月3日　 高龍・明林・願応・禅燈・道了・法雲・永全・龍宝・興禅・観音

別記A　8月16日　光明・円通・法泉・広福・大龍
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

3月～4月 各寺院 釈尊涅槃会

8月 各寺院 盂蘭盆施食会

10月～11月 各寺院 釈尊成道会

11月2日～3日 放光寺 晋山結制・退董式
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

1月 諦玄寺・法徳寺 龍神講

2月 法幢寺・源照寺 春祈願祭・涅槃会

3月 各寺院 涅槃会・春彼岸会

5月 法徳寺・法幢寺・龍雲院・泉龍院龍神講・観音講・大般若祈祷会

6月 諦玄寺 観音講

8月 各寺院 盂蘭盆会

9月 各寺院 秋彼岸会

10月～11月 法幢寺・各寺院 秋祈願祭・成道会
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日時 教区 寺院名 法要・行持名 備考

5月6日 ８教区 南禅院 30周年慶讃法要

5月15日 ８教区 薬王寺 花祭り(内献)

5月15日 ８教区 浄国寺 降誕会

6月1日 ９教区 禅福寺 両祖御開山忌・観音大祭

6月2日 １０教区 常禅寺 両祖御開山忌

6月5日 １０教区 禅徳寺 両祖御開山忌

6月9日 ８教区 薬王寺 本堂諸堂落慶法要

7月7日 ９教区 龍仙寺 両祖御開山忌

10月1日 １０教区 曹源寺 両祖御開山忌

10月5日 １０教区 龍澤寺 両祖御開山忌

10月6日 １０教区 北大寺 両祖御開山忌

10月10日 ８教区 薬王寺 両祖御開山忌

10月15日 ８教区 龍松寺 両祖御開山忌

10月16日 ９教区 大覚寺 両祖御開山忌

10月17日 ８教区 含笑寺 両祖御開山忌

10月18日 ８教区 浄国寺 両祖御開山忌

10月19日 １０教区 全久寺 両祖御開山忌(内献)

10月21日 １０教区 天童寺 両祖御開山忌

10月22日 ９教区 大昌寺 両祖御開山忌・開創二世50回忌・三世27回忌

10月24日 ８教区 薬師寺 両祖御開山忌(内献)

10月25日 ８教区 瑞現寺 両祖御開山忌

10月29日 ８教区 豊龍寺 両祖御開山忌(内献)

10月30日 １０教区 祥龍寺 両祖御開山忌

10月31日 １０教区 光明寺 両祖御開山忌(内献)

11月1日 １０教区 廣心寺 両祖御開山忌(内献)

11月2日 １０教区 観音寺 両祖御開山忌

11月3日 ８教区 養福寺 両祖御開山忌

11月4日 ８教区 定山寺 両祖御開山忌(内献)

11月4日 ８教区 大宥寺 両祖御開山忌(内献)

11月5日 ９教区 来広寺 両祖御開山忌(内献)

11月5日～6日 ８教区 中央寺 両祖御開山忌逮夜・正當

11月9日 ９教区 禅龍寺 両祖御開山忌・四世寺族27回忌

11月10日 ９教区 清泉寺 成道会

11月16日 ９教区 天龍寺 両祖御開山忌 予備日17日

11月17日 ９教区 陽林寺 両祖御開山忌(内献)

令和2年1月7日 ９教区 玉宝寺 大般若祈祷会

1月7日 ９教区 天龍寺 大般若祈祷会(内献)

1月8日 ８教区 薬師寺 大般若祈祷会(内献)

1月9日 ９教区 禅福寺 大般若祈祷会(内献)

1月9日 １０教区 北大寺 大般若祈祷会(内献)

1月10日 ８教区 中央寺 大般若祈祷会

1月11日 ８教区 大宥寺 大般若祈祷会

1月12日 １０教区 祥龍寺 大般若祈祷会

1月12日 ８教区 豊龍寺 大般若祈祷会(内献)

1月13日 ９教区 峯光寺 大般若祈祷会

1月13日 １０教区 禅徳寺 大般若祈祷会

1月14日 ８教区 龍松寺 大般若祈祷会

1月15日 １０教区 天童寺 大般若祈祷会

1月16日 ８教区 瑞現寺 大般若祈祷会

1月16日 １０教区 全久寺 大般若祈祷会

1月17日 ８教区 含笑寺 大般若祈祷会

1月17日 ９教区 大覚寺 大般若祈祷会

1月18日 ８教区 養福寺 大般若祈祷会

1月20日 ９教区 大昌寺 大般若祈祷会

1月26日 ９教区 陽林寺 大般若祈祷会(内献)

2月2日 １０教区 龍徳寺 大般若祈祷会

2月9日 ９教区 清泉寺 涅槃会

2月11日 ８教区 薬王寺 大般若祈祷会
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

4月6日　午後1時 興禅寺 開山忌 明珠会

4月8日　午前10時 洞爺寺 開山忌 明珠会

5月8日～9日　逮夜18時 禅照寺 四世小祥忌 正法会・明珠会

5月17日　午前9時30分 透禅寺 開山忌 明珠会

5月29日　午前10時30分 安楽寺 開山忌 明珠会

6月2日　午前10時 大真寺 開山忌 明珠会

6月12日　午前10時30分 大善寺 開山忌 明珠会

6月24日　午前9時30分 皓聖寺 開山忌 明珠会

6月30日　午後4時 定賢寺 先住17回忌 正法会

6月 永安寺 両祖忌(内献) 正法会

9月2日　午前10時 良昭寺 両祖忌(内献) 正法会

9月3日～4日 菩提寺 両祖忌・逮夜(内献)午後4時 正法会

9月5日　午前9時30分 大安寺 両祖忌(内献) 正法会

9月6日　午前10時 妙心寺 両祖忌 正法会

9月7日　午前10時 由仁寺 両祖忌 正法会

9月8日　午後1時 永禅寺 両祖忌(内献) 正法会

9月14日～15日 錦楓寺 晋山結制・二世50回忌・四世3回忌 正法会

10月5日　午後1時 常福寺 両祖忌 正法会

10月6日　午前10時 西乗寺 先住17回忌 正法会・明珠会

10月7日～8日 中央院 逮夜午後6時 正法会

10月9日　午後1時 見龍寺 両祖忌 正法会

10月10日　午前9時30分 大禅寺 両祖忌 正法会

10月12日　午後1時 實相寺 両祖忌 正法会

10月13日　午前9時30分 遠明寺 先住7回忌 正法会

10月14日　午後1時 禅峯寺 両祖忌(内献) 正法会

10月20日　午後1時 大聖寺 両祖忌(内献) 正法会

10月21日　午後12時30分 光聖寺 両祖忌 正法会

10月22日　午後1時 禅林寺 両祖忌 正法会・明珠会

10月23日　午前9時30分 大雄寺 両祖忌 正法会・明珠会

10月24日 瑞雲寺 両祖忌(内献) 正法会

12月14日　午前10時30分 大乗寺 両祖忌 正法会

西興寺 内献 明珠会

安龍寺 内献 明珠会

禅長院 内献 明珠会

大英寺 内献 明珠会

大光寺 内献 明珠会

未定 大安寺 明珠会

中止 興隆寺 正法会
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

5月26日 秀岳寺 両祖御開山忌

7月6日 法音寺 先住忌27回忌・先住寺族13回忌

8月28日 円通寺 両祖御開山忌・先住7回忌 6教区

8月29日 大光寺 両祖御開山忌

8月30日 北漸寺 両祖御開山忌 6教区

8月31日 大英寺 両祖御開山忌

9月1日 禅林寺 両祖御開山忌・先住7回忌

9月1日～2日 龍門寺 両祖御開山忌・初世大祥忌

9月2日～3日 大玄寺 両祖御開山忌

9月4日 延命寺 両祖御開山忌

9月5日 大正寺 両祖御開山忌 6教区

9月6日 晃龍寺 両祖御開山忌

9月6日～7日 全龍寺 両祖御開山忌

9月7日～8日 天津寺 先住7回忌・会館、庫裡落慶・再会 6教区

9月9日～10日 円覚寺 両祖御開山忌

10月8日 大祥寺 両祖御開山忌

10月12日 永昌寺 両祖御開山忌

10月27日～28日 大龍寺 両祖御開山忌・三世3回忌

10月31日～11月1日 興禅寺 両祖御開山忌・大岩則昭師7回忌
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

6月9日 全久寺 開創百周年慶讃法要

6月15日～16日 大休寺 開創125周年慶讃法要・十二世晋山結制

6月24日 総玄寺 両祖御開山忌

6月25日 梅聞寺 両祖御開山忌

6月26日 随法寺 両祖御開山忌

6月26日～27日 弘済寺 両祖御開山忌

6月28日 玉法寺 両祖御開山忌

6月29日 玉運寺 両祖御開山忌

7月1日 孝徳寺 両祖御開山忌

7月2日 開原寺 両祖御開山忌

7月3日 神龍寺 両祖御開山忌

7月14日 密伝寺 両祖御開山忌

8月23日～25日 崇賢寺 開創11０周年慶讃授戒会・晋山結制

8月31日～9月1日 大雄寺 御開山百回忌

9月2日 祥雲寺 両祖御開山忌

9月5日 東照寺 三世27回忌・三世寺族17回忌・得度式

9月6日 柏林寺 両祖御開山忌

9月8日 金剛寺 両祖御開山忌

9月9日 大宝寺 両祖御開山忌

9月10日 隆国寺 両祖御開山忌

10月5日 了古院 両祖御開山忌

10月8日 萬台寺 両祖御開山忌

10月9日 長慶寺 両祖御開山忌

10月11日 永泰寺 両祖御開山忌

10月13日 昭徳寺 両祖御開山忌

10月14日 曹光寺 両祖御開山忌

10月15日 大仙寺 両祖御開山忌

10月22日 栄禅寺 両祖御開山忌・得度式

10月28日 全昌寺 両祖御開山忌・二世37回忌・三世7回忌

10月29日 洞嶺寺 両祖御開山忌

11月2日 法輪寺 両祖御開山忌

11月10日 東川寺 両祖御開山忌

11月12日 金泉寺 両祖御開山忌

11月14日 洞源寺 両祖御開山忌
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

7月16日～17日 萬松院 逮夜

8月28日　午後 円通寺 年忌

8月30日　午後 北漸寺

9月5日　午前 大正寺

9月7日～8日 天津寺 逮夜・再会・落慶・年忌

10月6日～7日 明王寺 逮夜・年忌

10月9日　午前 東禅寺 年忌

10月10日　午後 孝禅寺

10月11日　午後 東明寺

10月13日　午後 道弘寺

10月14日　午後 大安寺 寺族年忌

10月15日　午後 東光寺

10月16日　午前 石雲寺

10月19日　午後 明龍寺

10月20日　午前 大円寺

10月21日　午後 萬松院 成道忌

10月22日　午前 安国寺 年忌

10月23日　午前 唱和寺 年忌

10月24日　午前 禅昌寺

10月25日　午前 海容寺

10月27日　午後 禅洞寺 内献

10月30日　午後 常厳寺
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日時 寺院名 法要・行持名 備考

10月2日 禅明寺 成道会

10月3日 佛心寺 成道会

10月4日 天徳寺 成道会

10月5日 龍海寺 成道会

10月5日～6日 大徳寺 成道会

10月7日 嶺南寺 成道会

10月8日 禅徳寺 成道会

10月14日 道貫寺 成道会

10月15日 寿徳寺 成道会

10月16日 長林寺 成道会

10月17日 昭康寺 成道会

10月18日 開禅寺 成道会

10月18日 禅昌寺 成道会

10月19日 永生寺 成道会

10月20日 天祐寺 成道会
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11月1日～14日 各寺院 成道会

11月6日 開光寺 成道会・五世33回忌

11月13日 開運寺 成道会・三世13回忌
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10月21日　10時30分 萬霊寺 成道会

10月22日　10時 報恩寺 成道会

10月23日　10時30分 正法寺 成道会

10月24日　10時 東陽寺 成道会

10月25日　10時30分 東皐寺 成道会

10月26日　10時30分 法音寺 成道会

10月27日　10時30分 大霊寺 成道会

10月28日　10時30分 祇園寺 成道会

10月29日　11時 永建寺 成道会

10月30日　10時30分 報國寺 成道会

11月1日　10時30分 廣福寺 成道会

11月2日　10時30分 報国寺 成道会

11月3日　10時 法泉寺 成道会

11月4日　10時30分 陽済寺 成道会

11月5日　10時30分 祥巌寺 成道会

11月6日　10時30分 龍王寺 成道会

11月7日　10時30分 大昭寺 成道会

11月8日　10時 明光寺 成道会
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8月16日 大法寺 盂蘭盆施食会

8月17日 廣鏡寺 盂蘭盆施食会

8月18日 大澤寺 盂蘭盆施食会

8月19日 吉祥寺 盂蘭盆施食会

8月20日 大泉寺 盂蘭盆施食会

9月15日 吉祥寺 開山忌

9月16日 海全寺 開山忌

10月1日 廣鏡寺 成道会

10月2日 大法寺 成道会

10月3日 大泉寺 成道会

10月4日 大澤寺 成道会
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